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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】新規の免疫刺激核酸を包含する組成物および関連の方法の提供。
【解決手段】様々な文脈で免疫刺激を与える、免疫刺激作用が可能な付加的な特異的核酸
配列であって、５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’の配列
を備える免疫刺激単離核酸分子を含む組成物及び関連の方法。少なくとも１つのＣが非メ
チル化であり、オプションで医薬的に許容可能な賦形剤を備える、組成物。免疫刺激単離
核酸は安定化修飾を更に備え、安定化修飾は、３’ＯＨ或いは５’ＯＨの修飾、ヌクレオ
チド塩基の修飾、糖成分の修飾又は燐酸基の修飾を備える組成物。更に抗原、好まくはＢ
細胞抗原、Ｔ細胞抗原、特にヘルパーＴ細胞抗原を備える組成物。免疫刺激単離核酸に連
結される担体、好ましくは蛋白質担体或いは合成ナノ担体を備え、合成ナノ担体は抗原に
更に連結される、組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
．１］
を備える免疫刺激単離核酸と、
　医薬的に許容可能な賦形剤とを備え、
　Ｃは非メチル化である、組成物。
【請求項２】
　前記免疫刺激単離核酸は安定化修飾をさらに備える、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記安定化修飾は、３’ＯＨもしくは５’ＯＨ基の修飾、ヌクレオチド塩基の修飾、糖
成分の修飾、またはリン酸基の修飾を備える、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記安定化修飾はホスホロチオアートバックボーンを備える、請求項２に記載の組成物
。
【請求項５】
　抗原をさらに備える、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　前記抗原はＢ細胞抗原を備える、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　前記抗原はＴ細胞抗原を備える、請求項５に記載の組成物。
【請求項８】
　前記Ｔ細胞抗原はヘルパーＴ細胞抗原を備える、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　前記Ｂ細胞抗原は、タンパク質、ペプチド、小分子、および炭水化物のうち１つ以上を
備える、請求項６に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記免疫刺激単離核酸に連結される担体をさらに備える、請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記担体はタンパク質担体を備える、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記担体は合成ナノ担体を備える、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記合成ナノ担体は抗原にさらに連結される、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記免疫刺激単離核酸に連結されない付加的な合成ナノ担体をさらに備える、請求項１
２に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記付加的な合成ナノ担体は抗原に連結される、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記抗原はヘルパーＴ細胞抗原を備える、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記免疫刺激単離核酸は、本質的に
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
．１］
からなる、請求項１に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記免疫刺激単離核酸は安定化修飾を備えない、請求項１に記載の組成物。
【請求項１９】
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　前記免疫刺激単離核酸はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１からなる、請求項１に記載の組成物。
【請求項２０】
　被験体においてＩＬ－６産生を誘発する方法であって、前記被験体においてＩＬ－６を
誘発するのに有効な量の、請求項１－１９に記載の組成物のうちいずれかを前記被験体に
投与することを備える、方法。
【請求項２１】
　被験体においてインターフェロン－アルファを誘発するための方法であって、前記被験
体においてインターフェロン－アルファ産生を誘発するのに有効な量の、請求項１－１９
に記載の組成物のうちいずれかを前記被験体に投与することを備える、方法。
【請求項２２】
　被験体においてＩＰ－１０を誘発するための方法であって、前記被験体においてＩＰ－
１０産生を誘発するのに有効な量の、請求項１－１９に記載の組成物のうちいずれかを前
記被験体に投与することを備える、方法。
【請求項２３】
　請求項１－１９に記載の組成物のうちいずれかを被験体に投与することを備える、方法
。
【請求項２４】
　請求項１－１９のいずれかに記載の組成物を備えるワクチンを備える、組成物。
【請求項２５】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を備える、単離された核酸。
【請求項２６】
　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１からなる、単離された核酸。
【請求項２７】
　抗原に対する抗体応答を誘発するのに有効なある量の請求項５に記載の組成物を被験体
に投与することを備える、方法。
【請求項２８】
　被験体において抗原に対する抗体応答を誘発する、請求項５に記載の組成物の使用。
【請求項２９】
　被験体において抗原に対する抗体応答を誘発するのに用いるための、請求項５に記載の
組成物。
【請求項３０】
　請求項１－１９のいずれか１項に記載の組成物を備える、免疫刺激組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　この出願は、２０１０年１１月１６日に出願された米国出願連続番号第６１／４１４，
１９４号の優先権を主張する。先の出願の内容はその全体が本明細書に引用により援用さ
れる。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　先天免疫および適応免疫のいずれかまたは両方の刺激を含む免疫系の刺激は、宿主にと
って保護となるまたは不利となる生理学的結果を招く可能性がある複雑な現象である。近
年、適応免疫を開始しかつ支持すると考えられる先天免疫の基礎となるメカニズムに対す
る関心が高まっている。この関心は、一部には、病原体関連分子パターン（ＰＡＭＰ）の
受容体として先天免疫に係ると考えられるＴｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）として公知の高度
に保存されるパターン認識受容体タンパク質のファミリーの最近の発見によって喚起され
ている。したがって、先天免疫を調節するのに有用な組成物および方法は大変興味深い。
というのも、それらは、自己免疫、炎症、アレルギー、喘息、移植片拒絶、移植片対宿主
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疾患（ＧｖＨＤ）、感染症、癌、および免疫不全などに係る症状に対する療法的アプロー
チに影響を及ぼす可能性があるからである。
【０００３】
　最近、ＣｐＧ核酸、ＧＵリッチｓｓＲＮＡ、および二本鎖ＲＮＡを含むある種類の核酸
分子の免疫刺激効果を記載する多数の報告がなされている。注目すべきは、Ｔｏｌｌ様受
容体９（ＴＬＲ９）が、細菌ＤＮＡと、シトシンが非メチル化であるＣｐＧモチーフを含
有するオリゴヌクレオチドとを認識すると報告されていることである。たとえば、Hemmi 
H et al. (2000) Nature 408:740-5; Bauer S. et al. (2001) Proc Natl Acad Sci USA 
98:9237-42を参照。免疫調節に対するオリゴヌクレオチド含有ＣｐＧの効果は、米国特許
第６，１９４，３８８号；第６，２０７，６４６号；第６，２３９，１１６号；および第
６，２１８，３７１号などの米国特許、ならびにＷＯ９８／３７９１９、ＷＯ９８／４０
１００、ＷＯ９８／５２５８１、およびＷＯ９９／５６７５５などの公開国際特許出願に
記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、さまざまな文脈で免疫刺激を与えるためには、免疫刺激作用が可能な付
加的な特異的核酸配列が望ましい。したがって、そのような新規の免疫刺激核酸を包含す
る組成物および関連の方法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　要約
　発明者らは、本明細書中に開示する発明を実践することによって以上注記した課題およ
び限界を克服できるとしている。特に、発明者らは、配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：１］
を備える免疫刺激単離核酸分子を含む組成物および関連の方法であって、少なくとも１つ
のＣが非メチル化であり、オプションで医薬的に許容可能な賦形剤を備える、組成物およ
び関連の方法を提供可能であることを発見した。
【０００６】
　免疫刺激核酸は、たとえば、３’ＯＨもしくは５’ＯＨ基の修飾、ヌクレオチド塩基の
修飾、糖成分の修飾、および／またはリン酸基の修飾などの１つ以上の安定化修飾を含む
ことができる。安定化修飾はホスホロチオアートバックボーンの使用を含むことができる
。いくつかの実現例では、免疫刺激核酸は安定化修飾を含まない。
【０００７】
　組成物は、たとえば、Ｂ細胞抗原またはＴ細胞抗原などの抗原をさらに含むことができ
る。Ｔ細胞抗原はヘルパーＴ細胞抗原を含むことができる。例示的なＢ細胞抗原は、タン
パク質、ペプチド、小分子、および炭水化物のうち１つ以上を含む。
【０００８】
　組成物は、免疫刺激単離核酸に（たとえば、共有結合でまたは非共有結合で）連結され
る担体（たとえば、タンパク質担体または合成ナノ担体）をさらに含むことができる。合
成ナノ担体は、（たとえば、共有結合でまたは非共有結合で）抗原に付加的に連結可能で
ある。組成物は、免疫刺激単離核酸に連結されない付加的な合成ナノ担体をさらに含むこ
とができる。付加的な合成ナノ担体は、たとえば、抗原（たとえば、ヘルパーＴ細胞抗原
）に連結可能である。
【０００９】
　開示は、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の配列を含む核酸も提供する。
　開示はさらに、本明細書中に開示する組成物または核酸を被験体に投与することを含む
方法を提供する。
【００１０】
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　開示はさらに、被験体においてＩＬ－６産生を誘発する方法であって、被験体において
ＩＬ－６を誘発するのに有効な量の、本明細書中に開示する組成物または核酸を被験体に
投与することを含む、方法を提供する。
【００１１】
　開示はさらに、被験体においてインターフェロン－アルファを誘発する方法であって、
被験体においてインターフェロン－アルファを誘発するのに有効な量の、本明細書中に開
示する組成物または核酸を被験体に投与することを含む、方法を提供する。
【００１２】
　開示はさらに、被験体においてＩＰ－１０を誘発する方法であって、被験体においてＩ
Ｐ－１０を誘発するのに有効な量の、本明細書中に開示する組成物または核酸を被験体に
投与することを含む、方法を提供する。
【００１３】
　開示はさらに、本明細書中に開示する組成物および核酸を含むワクチンを提供する。
　開示はさらに、被験体において抗原に対する抗体応答を誘発するのに有効な量の抗原を
含む、本明細書中に開示する組成物を被験体に投与することを含む方法を提供する。開示
はさらに、被験体において抗原に対する抗体応答を誘発する抗原を含む、本明細書中に開
示する組成物の使用を提供する。開示はさらに、被験体において抗原に対する抗体応答を
誘発するのに用いるための抗原を含む、本明細書中に開示するような組成物を提供する。
【００１４】
　開示はさらに、本明細書中に開示する組成物および核酸を含む、被験体において抗原に
対する抗体応答を誘発するための免疫刺激組成物および組成物を提供する。
【００１５】
　本発明を詳細に説明する前に、この発明は特に例示する材料またはプロセスパラメータ
に限定されるものではない、というのもそのようなものは当然異なる可能性があるからで
あることを理解すべきである。本明細書中で用いる術語は発明の特定の実現例を記載する
目的のためのみのものであり、本発明を説明する代替的な術語の使用を限ることを意図す
るものではないことも理解すべきである。
【００１６】
　本明細書中に引用するすべての刊行物、特許、および特許出願は、以上のものであって
も以下のものであっても、あらゆる目的のためにそれらの全体がここに引用により援用さ
れる。
【００１７】
　この明細書および添付の請求項で用いるように、「a」、「an」、および「the」という
単数形は、内容が明確にそれ以外のことを示していなければ複数形の参照対象を含む。た
とえば、「ポリマー」に対する参照は、２つ以上のそのような分子の混合物または単一の
ポリマー種の異なる分子量の混合物を含み、「溶媒」に対する参照は２つ以上のそのよう
な溶媒の混合物を含み、「接着剤」に対する参照は２つ以上のそのような材料の混合物を
含む、などである。
【００１８】
　発明の１つ以上の実現例の詳細を添付の図面および以下の説明に述べる。発明の他の特
徴、目的、および利点は、説明および図面からならびに請求項から明らかになるであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１Ａ】示したＣｐＧオリゴヌクレオチドの存在下でまたはオリゴヌクレオチドの不在
（ＮＳ）下で刺激される末梢血単核細胞の、ＥＬＩＳＡで測定するようなサイトカインレ
ベル（ＩＦＮ－α）を示す棒グラフの図である。
【図１Ｂ】示したＣｐＧオリゴヌクレオチドの存在下でまたはオリゴヌクレオチドの不在
（ＮＳ）下で刺激される末梢血単核細胞の、ＥＬＩＳＡで測定するようなサイトカインレ
ベル（ＩＬ－６）を示す棒グラフの図である。
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【図１Ｃ】示した濃度のＣｐＧオリゴヌクレオチドの存在下で刺激される末梢血単核細胞
の、ＥＬＩＳＡで測定するようなサイトカインレベル（ＩＰ－１０）の用量反応を示す折
れ線グラフの図である。
【図１Ｄ】示した濃度のＣｐＧオリゴヌクレオチドの存在下で刺激される末梢血単核細胞
の、ＥＬＩＳＡで測定するようなサイトカインレベル（ＩＬ－６）の用量反応を示す折れ
線グラフの図である。
【図２】Ｓｅｌｅｃｔａ－７またはＲ８４８の存在下で刺激される末梢血単核細胞のサイ
トカインプロファイルを示す棒グラフの図である。
【図３】ニコチンおよびＳｅｌｅｃｔａ－７（ＮＰ－７）を含有するナノ粒子、またはア
ジュバント
【００２０】
【数１】

【００２１】
を含有しなかった同様のニコチンナノ粒子混合物を投与したマウスの抗体タイターを示す
棒グラフの図である。
【図４】示された用量の、ニコチンおよびＳｅｌｅｃｔａ－７（ＮＰ－７）を含有するナ
ノ粒子を投与された、示した日付の非ヒト霊長類の抗体タイターを示す棒グラフの図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　詳細な説明
　この開示は、配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：１］
を備える免疫刺激単離核酸分子を含む組成物および関連の方法であって、少なくとも１つ
のＣは非メチル化であり、オプションで医薬的に許容可能な賦形剤を備える、組成物およ
び関連の方法を提供する。
【００２３】
　免疫刺激ＣｐＧ核酸のはっきりと区別できる機能クラスは同定されている。クラスＡ（
Ａ型）ＣｐＧ核酸はナチュラルキラー（ＮＫ）細胞を活性化し、樹枝状細胞の成熟を刺激
するとともに、ＩＰ－１０および（ＩＦＮαを含む）Ｉ型インターフェロンの産生を誘発
する。クラスＢ（Ｂ型）ＣｐＧ核酸は、ＩＬ－６（しかしＩ型インターフェロンではない
）の産生を刺激する、ヒトＢ細胞および単球成熟の強力な刺激物である。
【００２４】
　これらの機能的な違いははっきりと区別される構造的特徴に反映される：クラスＡポリ
ヌクレオチドは５’および３’端のいずれかまたは両方にポリＧ配列を呈し、内部パリン
ドローム配列はＧＣジヌクレオチドを含有する一方で、クラスＢポリヌクレオチドは六量
体モチーフ、すなわち５’－Ｐｕ　Ｐｙ　Ｃ　Ｇ　Ｐｙ　Ｐｕ－３’のうち１つ以上を含
有する。
【００２５】
　より最近は、クラスＡおよびクラスＢの両方の性質を組合せたクラスＣ（Ｃ型）ＣｐＧ
核酸が記載されている。したがって、クラスＣポリヌクレオチドは、ＮＫ細胞を活性化す
るとともに、ＩＬ－６、ＩＦＮαおよびＩＰ－１０の産生、ならびに樹枝状細胞、Ｂ細胞
、および単球の成熟を刺激する。
【００２６】
　免疫系の先天的および適応的構成要素の両者のこの広い免疫刺激は極めて臨床的に重要
であり、さらなるＣ型免疫刺激ポリヌクレオチドに対する必要性が現在存在する。
【００２７】
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　この目的のため、Ｃ型ポリヌクレオチドのためのある規則が策定された（かつ特定の構
造モチーフが同定された）。たとえば、ＷＯ０３／０１５７１１は、ＣＧ－リッチ（Ｇお
よびＣが少なくとも３分の２）パリンドロームまたは中和モチーフのいずれかとの（Ｃｐ
Ｇモチーフまたは配列ＴＣＧＴＣＧなどの）刺激モチーフの組合せを同定し、（現在は原
型的Ｃ型ＯＤＮとみなされる）２２－ｍｅｒのオリゴデオキシヌクレオチド（ＯＤＮ）２
３９５を記載する。ＯＤＮ２３９５は、ホスホロチオアートリンク配列
５’－ｔｃｇｔｃｇｔｔｔｔｃｇｇｃｇｃｇｃｇｃｃｇ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：８
］
を有する。
【００２８】
　Ｃ型オリゴヌクレオチドの範囲を拡張しようとする後の試みは、異なる規則および構造
的テンプレートを適用した。たとえば、ＷＯ０５／０４２０１８は、インビボで二重また
は高次構造を形成するように設計される、不完全パリンドロームを３’端にまたはその近
くに有する、構造的に区別されるＣクラスＣｐＧオリゴヌクレオチドを記載する。
【００２９】
　しかしながら、Ｃ型オリグヌクレオチドの活性を支配する構造－機能関係は不明確なま
まであり、多数の配列変異体の経験的テストの必要性が残っている。
【００３０】
　本発明者らは、以上の規則に適合せず、かつ配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：１］
を備える核酸が強いＣ型免疫刺激活性を呈することを思いがけず発見した。
【００３１】
　実施例は、本発明の実現例の生物学的活性、ならびに本明細書中に記載の本発明で有用
ないくつかの異なる核酸配列および組成物も図示する。特に実施例１は、Ｃ型免疫刺激核
酸としてＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を備える核酸の分類のための裏付けを与える。
【００３２】
　本発明の第１の局面に従うと、配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：１］
を備えるＣ型免疫刺激核酸であって、少なくとも１つのＣ（たとえば、１つ、２つ、３つ
、４つ、５つ、６つ、または７つすべてのＣ）が非メチル化である、Ｃ型免疫刺激核酸が
提供される。
【００３３】
　核酸は単離可能である。
　これに代えてまたは加えて、核酸は本明細書中に述べる長さパラメータの条件を満たす
ことができる。
【００３４】
　このように、核酸は２４個から１００個の間のヌクレオチドの範囲の長さを有すること
ができる。いくつかの実現例では、長さは、２４－３０、２４－４０、２４－５０、２４
－６０、２４－７０、２４－８０、または２４－９０個のヌクレオチドの範囲にある。
【００３５】
　以上規定するような核酸は、配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：１］
からなるまたはそれから本質的になることができる。
【００３６】
　先の段落のいずれか１つに規定するような核酸はさらに５’配列延長を備えることがで
きる。そのような実現例では、核酸は、５’末端としてＴＣＧＴＣＧ六量体を保持するこ
とができる。



(8) JP 2016-189777 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

【００３７】
　先の段落のうちいずれか１つに規定するような核酸は、３’配列延長をさらに備えるこ
とができる。
【００３８】
　このように、先の段落のうちいずれか１つに規定するような核酸は、５’および３’配
列延長の両方をさらに備えることができる。
【００３９】
　本発明の第２の局面に従うと、先の段落のうちいずれか１つに規定するような発明の第
１の局面の核酸を備える組成物が提供される。
【００４０】
　第２の局面の組成物は、１つ以上の医薬的に許容可能な賦形剤をさらに備える医薬組成
物であり得る。
【００４１】
　第２の局面の組成物は、たとえば本明細書中に規定するようなものなどの１つ以上の抗
原をさらに備えることができる。
【００４２】
　第２の局面の組成物は、免疫刺激核酸に連結される、（たとえば、本明細書中に規定す
るようなものなどの）１つ以上の担体をさらに備えることができる。
【００４３】
　本発明の第３の局面に従うと、本明細書中に記載の核酸を備えるワクチンが提供される
。ワクチンは１つ以上の抗原をさらに備えることができる。
【００４４】
　本発明の第４の局面に従うと、療法または予防で用いるための、本明細書中に規定する
ような、先の段落のいずれかにおける核酸が提供される。
【００４５】
　発明の第４の局面では、本明細書中に規定するような、先の段落のいずれかにおける核
酸は、（ａ）ワクチン接種（たとえば、予防的もしくは療法的ワクチン接種）、（ｂ）被
験体におけるＩＬ－６産生の誘発、（ｃ）被験体におけるＩ型インターフェロン（たとえ
ばＩＦＮα）産生の誘発、（ｄ）被験体におけるＩＩ型インターフェロン（たとえばＩＦ
Ｎγ）の誘発、（ｅ）被験体におけるＩＰ－１０産生の誘発、（ｆ）被験体における内因
性ＮＫ細胞の活性化、（ｇ）被験体における内因性樹枝状細胞の刺激、（ｈ）被験体にお
ける内因性Ｂ細胞の刺激、（ｉ）被験体における内因性単球の刺激、（ｊ）たとえば、細
菌、ウイルス、真菌、もしくは後生動物感染症などの感染症の治療もしくは予防、（ｋ）
アレルギー症状（たとえば喘息）の治療もしくは予防、（ｌ）癌の治療もしくは予防、（
ｍ）免疫応答の誘発、向上、調節、方向付け、もしくは再方向付け、（ｎ）代謝性疾患の
治療もしくは予防、（ｏ）変性疾患の治療もしくは予防、（ｐ）自己免疫疾患の治療もし
くは予防、（ｑ）炎症性疾患の治療もしくは予防、（ｒ）免疫疾患、不全、および／もし
くは症状の治療もしくは予防、（ｓ）中毒（たとえば、ニコチンもしくは麻薬中毒）の治
療もしくは予防、または（ｔ）毒素、危険物、環境毒素、もしくは他の有害物に晒される
ことから生じる症状の治療もしくは予防に用いられる。
【００４６】
　本明細書中に記載の核酸のさらなる予防的および療法的使用を以下により詳細に説明す
る。
【００４７】
　先の段落で規定するような上記局面の各々において、核酸は、たとえば安定化修飾など
の修飾を備えることができる。そのような安定修飾は、３’ＯＨもしくは５’ＯＨ基の修
飾、核酸塩基の修飾、糖成分の修飾、またはリン酸基の修飾を備えることができる。いく
つかの実現例では、安定化修飾はホスホロチオアートバックボーンを備える。
【００４８】
　発明のまた他の局面は、本明細書に添付の請求項に規定されるとおりである。



(9) JP 2016-189777 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

　次に発明を以下により詳細に説明する。
【００４９】
　定義
　「アジュバント」は、特異的抗原を構成しないが、同時投与される抗原に対する免疫応
答の強さおよび長命を高める薬剤を意味する。そのようなアジュバントは、Ｔｏｌｌ様受
容体、ＲＩＧ－１、およびＮＯＤ様受容体（ＮＬＲ）などのパターン認識受容体の刺激物
、ミョウバン、大腸菌、サルモネラミネソタ、ネズミチフス菌、もしくはフレクスナー赤
痢菌などの腸内細菌のモノホスホリル脂質（ＭＰＬ）Ａ、特異的にはＭＰＬ（登録商標）
（ＡＳ０４）、以上言及した細菌のＭＰＬ　Ａと別個に、組合されるミョウバンなどの無
機塩、ＱＳ－２１、Ｑｕｉｌ－Ａ、ＩＳＣＯＭ、ＩＳＣＯＭＡＴＲＩＸ（登録商標）など
のサポニン、ＭＦ５９（登録商標）、Montanide（登録商標）ＩＳＡ５１およびＩＳＡ７
２０、ＡＳ０２（ＱＳ２１＋スクアレン＋ＭＰＬ（登録商標））などの乳剤、ＡＳ０１な
どのリポソームおよびリポソーム調剤、淋病、トラコーマクラミジアおよびその他の細菌
誘導性外膜小胞（ＯＭＶ）などの合成されたもしくは特異的に調製された微粒子および微
小担体、もしくはキトサン粒子、Pluronic（登録商標）ブロック共重合体などのデポ形成
剤、ムラミールジペプチドなどの特異的に修飾されたもしくは調製されたペプチド、ＲＣ
５２９などのアミノアルキルグルコサミニド４－ホスフェート、または細菌トキソイドも
しくは毒素フラグメントなどのタンパク質を含むことができるが、これらに限定されるも
のではない。
【００５０】
　実現例では、アジュバントは、Ｔｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）、具体的にはＴＬＲ２、３
、４、５、７、８、９および／またはその組合せを含むがそれらに限定されないパターン
認識受容体（ＰＲＲ）のためのアゴニストを備える。他の実現例では、アジュバントは、
Ｔｏｌｌ様受容体３のためのアゴニスト、Ｔｏｌｌ様受容体７および８のためのアゴニス
ト、またはＴｏｌｌ様受容体９のためのアゴニストを備え、好ましくは記載のアジュバン
トは、Ｒ８４８などのイミダゾキノリン、米国特許６，３２９，３８１（住友製薬株式会
社）に開示されるものなどのアデニン誘導体、免疫刺激ＤＮＡ、または免疫刺激ＲＮＡを
備える。具体的な実現例では、発明の組成物は、アジュバントとして、ｔｏｌｌ様受容体
（ＴＬＲ）７および８（「ＴＬＲ７／８アゴニスト」）のためのアゴニストである化合物
を組入れる。有用なのは、イミダゾキノリンアミン、イミダゾピリジンアミン、６，７－
縮合シクロアルキルイミダゾピリジンアミン、および１，２－架橋イミダゾキノリンアミ
ンを含むがこれらに限定されない、Tomai et al.に対する米国特許６，６９６，０７６に
開示されるＴＬＲ７／８アゴニスト化合物である。
【００５１】
　有用なアジュバントはイミキモドおよび（Ｒ８４８としても公知の）レシキモドを含む
。具体的な実現例では、アジュバントは表面分子ＣＤ４０のためのアゴニストであり得る
。ある実現例では、寛容よりもむしろ免疫を刺激するため、発明の組成物は、（未感作Ｔ
細胞をプライミングするのに必要な）ＤＣ成熟と、抗体免疫応答を促進するＩ型インター
フェロンなどのサイトカインの産生とを促進するアジュバントを組入れる。実現例では、
アジュバントは、ｄｓＲＮＡもしくはポリＩ：Ｃ（ＴＬＲ３刺激剤）、および／またはF.
 Heil et al., "Species-Specific Recognition of Single-Stranded RNA via Toll-like
 Receptor 7 and 8" Science 303(5663), 1526-1529 (2004)；J. Vollmer et al., "Immu
ne modulation by chemically modified ribonucleosides and oligoribonucleotides" 
ＷＯ２００８０３３４３２Ａ２；A. Forsbach et al., "Immunostimulatory oligoribonu
cleotides containing specific sequence motif(s) and targeting the Toll-like rece
ptor 8 pathway" ＷＯ２００７０６２１０７Ａ２；E. Uhlmann et al., "Modified oligo
ribonucleotide analogs with enhanced immunostimulatory activity" 米国特許出願公
開ＵＳ２００６／０２４１０７６；G. Lipford et al., "Immunostimulatory viral RNA 
oligonucleotides and use for treating cancer and infections" ＷＯ２００５０９７
９９３Ａ２；G. Lipford et al., "Immunostimulatory G,U-containing oligoribonucleo
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tides, compositions, and screening methods" ＷＯ２００３０８６２８０Ａ２に開示さ
れるものなどの、しかしこれらに限定されない免疫刺激ＲＮＡ分子も含むことができる。
いくつかの実現例では、アジュバントは、細菌リポ多糖類（ＬＰＳ）、ＶＳＶ－Ｇ、およ
び／またはＨＭＧＢ－１などのＴＬＲ－４アゴニストであり得る。いくつかの実現例では
、アジュバントは、フラジェリンなどのＴＬＲ－５アゴニスト、または米国特許６，１３
０，０８２、６，５８５，９８０、および７，１９２，７２５に開示されるものを含むが
それらに限定されないその一部もしくは誘導体を備えることができる。
【００５２】
　具体的な実現例では、発明の組成物は、増大した抗体産生および細胞毒性Ｔ細胞応答に
繋がる、Ｉ型インターフェロン分泌を誘発しかつＴおよびＢ細胞活動を刺激するＣｐＧを
備える免疫刺激ＤＮＡ分子などのＴｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）－９のためのリガンドを組
入れる（Krieg et al., CpG motifs in bacterial DNA trigger direct B cell activati
on. Nature. 1995. 374:546-549；Chu et al. CpG oligodeoxynucleotides act as adjuv
ants that switch on T helper 1 (Th1) immunity. J. Exp. Med. 1997. 186:1623-1631
；Lipford et al. CpG-containing synthetic oligonucleotides promote B and cytotox
ic T cell responses to protein antigen: a new class of vaccine adjuvants. Eur. J
. Immunol. 1997. 27:2340-2344；Roman et al. "Immunostimulatory DNA sequences fun
ction as T helper-1-promoting adjuvants," Nat. Med. 1997. 3:849-854；Davis et al
.）。ＣｐＧ　ＤＮＡは、組換Ｂ型肝炎表面抗原で免疫化されたマウスにおける特異的免
疫の強力なエンハンサーである。J. Immunol. 1998. 160:870-876；Lipford et al., "Ba
cterial DNA as immune cell activator," Trends Microbiol. 1998. 6:496-500；Krieg 
et al.に対する米国特許６，２０７，６４６；Tuck et al.に対する米国特許７，２２３
，３９８；Van Nest et al.に対する米国特許７，２５０，４０３；またはKrieg et al.
に対する米国特許７，５６６，７０３。ＣｐＧを備える免疫刺激ＤＮＡ分子などのＴｏｌ
ｌ様受容体（ＴＬＲ）－９のためのリガンドをアジュバントが備える好ましい実現例では
、免疫刺激ＤＮＡ分子はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を備える核酸を備えない。
【００５３】
　いくつかの実現例では、アジュバントは、壊死細胞（たとえば尿酸塩結晶）から放出さ
れる炎症性刺激物であり得る。いくつかの実現例では、アジュバントは、補体活性化経路
（たとえば、ＣＤ２１、ＣＤ３５など）の活性化された成分であり得る。いくつかの実現
例では、アジュバントは、免疫複合体の活性化された成分であり得る。アジュバントは、
ＣＤ２１またはＣＤ３５に結合する分子などの補体受容体アゴニストも含むことができる
。いくつかの実現例では、補体受容体アゴニストは合成ナノ担体の内因性補体オプソニン
作用を誘発する。いくつかの実現例では、アジュバントは、細胞が放出し、かつ細胞－細
胞相互作用、他の細胞の通信および挙動に対して特異的な効果を有する（５ｋＤ－２０ｋ
Ｄの範囲の）低分子タンパク質または生物学的因子であるサイトカインである。いくつか
の実現例では、サイトカイン受容体アゴニストは、小分子、抗体、融合タンパク質、また
はアプタマーである。
【００５４】
　さまざまな実現例では、アジュバントの用量の少なくとも一部を合成ナノ担体に連結す
ることができる。たとえば、アジュバントの用量のすべてを合成ナノ担体に連結すること
ができる。他の実現例では、アジュバントの用量の少なくとも一部を合成ナノ担体に連結
しない。ある実現例では、アジュバントの用量は２つ以上の種類のアジュバントを備える
。たとえば、限定されなければ、異なるＴＬＲ受容体に作用するアジュバントを組合せる
ことができる。一例として、一実現例では、ＴＬＲ７／８アゴニストをＴＬＲ９アゴニス
トと組合せることができる。別の実現例では、ＴＬＲ７／８アゴニストをＴＬＲ４アゴニ
ストと組合せることができる。また別の実現例では、ＴＬＲ９アゴニストをＴＬＲ３アゴ
ニストと組合せることができる。
【００５５】
　「投与する」または「投与」は、薬理学的に有用な態様で被験体に薬を与えることを意
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味する。
【００５６】
　「抗原」はＢ細胞抗原またはＴ細胞抗原を意味する。ある実現例では、抗原は合成ナノ
担体に連結される。他の実現例では、抗原は合成ナノ担体に連結されない。実現例では、
抗原は合成ナノ担体と同時投与される。他の実現例では、抗原は合成ナノ担体と同時投与
されない。「抗原の種類」は、同じまたは実質的に同じ抗原特性を共有する分子を意味す
る。
【００５７】
　「Ｂ細胞抗原」は、Ｂ細胞中で免疫応答によって認識されるおよび免疫応答をトリガす
る任意の抗原（たとえば、Ｂ細胞上のＢ細胞受容体が特異的に認識する抗原）を意味する
。いくつかの実現例では、Ｔ細胞抗原である抗原はＢ細胞抗原でもある。他の実現例では
、Ｔ細胞抗原はＢ細胞抗原でもあるわけではない。Ｂ細胞抗原は、タンパク質、ペプチド
、（重量平均分子量が１０，０００未満の分子を意味する）小分子、および炭水化物を含
むが、これらに限定されない。いくつかの実現例では、Ｂ細胞抗原は非タンパク質抗原で
ある（すなわち、タンパク質またはペプチド抗原ではない）。いくつかの実現例では、Ｂ
細胞抗原は感染因子と関連付けられる炭水化物である。いくつかの実現例では、Ｂ細胞抗
原は感染因子と関連付けられる糖タンパク質または糖ペプチドである。感染因子は、細菌
、ウイルス、真菌、原生動物、または寄生虫であり得る。いくつかの実現例では、Ｂ細胞
抗原は免疫抗原性が低い抗原である。いくつかの実現例では、Ｂ細胞抗原は乱用物質また
はその一部である。いくつかの実現例では、Ｂ細胞抗原は中毒物質またはその一部である
。中毒性物質は、ニコチン、麻薬、咳どめ、トランキライザー、および鎮静剤を含むが、
これらに限定されるものではない。いくつかの実現例では、Ｂ細胞抗原は、化学兵器また
は自然源からの毒素などの毒素である。Ｂ細胞抗原は有害な環境因子でもあり得る。いく
つかの実現例では、Ｂ細胞抗原は自己抗原である。他の実現例では、Ｂ細胞抗原は、同種
抗原、アレルゲン、接触感作性物質、変性疾患抗原、ハプテン、感染性疾患抗原、癌抗原
、アトピー性疾患抗原、自己免疫疾患抗原、中毒物質、異種抗原、または代謝性疾患酵素
もしくはその酵素産物を備える。
【００５８】
　「担体」は、発明の免疫刺激単離核酸と同時投与可能であり、薬物動態、安定性、およ
び輸送などの発明の免疫刺激単離核酸のインビボ特性を変更することができる物質を意味
する。担体は、担体が発明の免疫刺激単離核酸のインビボ特性を変更することができる材
料を備える一方で医薬的に許容可能な賦形剤が薬理学的に不活性の材料を備える点で、医
薬的に許容可能な賦形剤とは異なっている。さまざまな実現例では、担体は、ＰＬＧ、Ｐ
ＬＧＡ、もしくはシリカを備えるナノ担体、ペルフルオロカーボン、脂質、ゼラチン、キ
トサン、またはシクロデキストリンを備えることができる。他の実現例では、担体は、ア
ルブミン、コラーゲン、またはジフテリアＣＲＭ１９７タンパク質などのタンパク質も備
えることができる。
【００５９】
　「同時投与される」は、時間的に相関する態様で被験体に２つまたは物質を投与するこ
とを意味する。実現例では、同時投与は、同じ剤形での２つ以上の物質の投与を通して行
なうことができる。他の実現例では、同時投与は異なる剤形での２つ以上の物質の投与を
包含することができるが、それはたとえば１カ月以内、１週間以内、１日以内、または１
時間以内などの特定された期間内である。
【００６０】
　「連結」または「連結された」または「連結する」（など）は、１つのエンティティ（
たとえば部分）を別のものと化学的に会合させることを意味する。いくつかの実現例では
、連結は共有結合的であり、このことは連結が２つのエンティティ間の共有結合の存在の
文脈で生じることを意味する。非共有結合的実現例では、非共有結合的連結は、電荷相互
作用、親和性相互作用、金属配位、物理吸着、ホスト－ゲスト相互作用、疎水性相互作用
、ＴＴ積層相互作用、水素結合相互作用、ファンデルワールス相互作用、磁気相互作用、
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静電相互作用、双極子相互作用、および／またはその組合せを含むがそれらに限定されな
い非共有結合的相互作用によって媒介される。実現例では、封入が連結の一形態である。
【００６１】
　「Ｃ型免疫刺激核酸」は、少なくとも１つの非メチル化ＣｐＧを含有する核酸であり、
これはインビボでとりわけＩＬ－６、ＩＰ－１０、およびＩＦＮαの産生を刺激すること
ができ、かつ形質細胞様樹枝状細胞を刺激することができる。
【００６２】
　「封入する」は、合成ナノ担体内に包むこと、好ましくは合成ナノ担体内に完全に包む
ことを意味する。封入される物質の大部分またはすべては、合成ナノ担体外部の局所環境
に晒されない。封入は、物質の大部分またはすべてを合成ナノ担体の表面の上に置き、物
質を合成ナノ担体外部の局所環境に晒されたままにする吸収とは区別される。
【００６３】
　「免疫刺激」は、物質が免疫系に対する刺激の効果を有することを意味する。そのよう
な物質は、サイトカイン分泌、抗体産生、ＮＫ細胞活性化、およびＴ細胞増殖などの免疫
応答のさまざまな局面を示す標準的アッセイを用いて容易に同定可能である。たとえば、
ＷＯ９７／２８２５９；ＷＯ９８／１６２４７；ＷＯ９９／１１２７５；Krieg et al. (
1995) Nature 374:546-549；Yamamoto et al. (1992) J. Immunol. 148:4072-76；Ballas
 et al. (1996) J. Immunol. 157:1840-45；Klinman et al. (1997) J. Immunol. 158:36
35-39；Sato et al. (1996) Science 273:352-354；Pisetsky (1996) J. Immunol. 156:4
21-423；Shimada et al. (1986) Jpn. J. Cancer Res. 77:808-816；Cowdery et al. (19
96) J. Immunol. 156:4570-75；Roman et al. (1997) Nat. Med. 3:849-854；Lipford et
 al. (1997a) Eur. J. Immunol. 27:2340-44；ＷＯ９８／５５４９５、およびＷＯ００／
６１１５１を参照。応じて、これらおよび他の方法を用いて、免疫刺激ヌクレオチド、好
ましくは免疫刺激単離核酸などの免疫刺激物質を同定し、試験し、および／または確認す
ることができる。
【００６４】
　「単離核酸」は、自然環境から合成されるかまたは分離され、その同定または使用を許
す程度に十分な量存在する核酸を意味する。単離核酸は、（ｉ）たとえばポリメラーゼ連
鎖反応（ＰＣＲ）によってインビトロで増幅される、（ii）クローニングによって組換で
産生される、（iii）開裂およびゲル分離によって精製される、または（iv）たとえば化
学合成によって合成されるものであり得る。単離核酸は、当該技術分野で周知の組換ＤＮ
Ａ技術によって容易に操作可能なものである。このように、その５’および３’制限部位
が公知であるまたはそれについてポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）プライマ配列が開示さ
れているベクターに含有されるヌクレオチド配列は単離されていると考えられるが、その
自然宿主中に天然状態で存在する核酸配列はそうは考えられない。単離核酸は、従来のポ
リヌクレオチド単離手順を用いて単離可能である。そのような手順は、共有されるヌクレ
オチド配列を検出するためのゲノムまたはｃＤＮＡライブラリに対するプローブのハイブ
リダイゼーション、共有される構造特徴を検出するための発現ライブラリの抗体スクリー
ニング、およびポリメラーゼ連鎖反応による特定の天然配列の合成を含むが、これらに限
定されるものではない。
【００６５】
　単離核酸は実質的に精製可能であるが、そうされる必要はない。たとえば、クローニン
グまたは発現ベクター内で単離される核酸は、それが常駐する細胞中の材料のわずかな百
分率しか備えない可能性があるという点で純粋ではない。しかしながら、そのような核酸
は、本明細書中で用語を用いるように、単離されている。なぜなら、それは当業者には公
知の標準的技術によって容易に操作可能であるからである。本明細書中で与える核酸のう
ち任意のものを単離することができる。本発明の文脈では、核酸をポリ核酸という用語と
交換可能に用いるが、このことは、複数の核酸残基を備える化合物を包含することを意図
するものである。
【００６６】
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　「合成ナノ担体の最大寸法」は、合成ナノ担体の任意の軸に沿って測定されるナノ担体
の最大寸法を意味する。「合成ナノ担体の最小寸法」は、合成ナノ担体の任意の軸に沿っ
て測定されるナノ担体の最小寸法を意味する。たとえば、回転楕円面状合成ナノ担体につ
いては、合成ナノ担体の最大および最小寸法は実質的に同一であろうし、その直径のサイ
ズとなるであろう。同様に、立方体様合成ナノ担体については、合成ナノ担体の最小寸法
はその高さ、幅、または長さの最小のものとなるであろう一方で、合成ナノ担体の最大寸
法は、その高さ、幅、または長さの最大のものとなるであろう。一実現例では、サンプル
中の合成ナノ担体の合計数に基づく、サンプル中の合成ナノ担体の少なくとも７５％、好
ましくは８０％、より好ましくは９０％の最小寸法は１００ｎｍよりも大きい。一実現例
では、サンプル中の合成ナノ担体の合計数に基づく、サンプル中の合成ナノ担体の少なく
とも７５％、好ましくは８０％、より好ましくは９０％の最大寸法は５μｍ以下である。
好ましくは、サンプル中の合成ナノ担体の合計数に基づく、サンプル中の合成ナノ担体の
少なくとも７５％、好ましくは８０％、より好ましくは９０％の最小寸法は１１０ｎｍよ
りも大きく、より好ましくは１２０ｎｍよりも大きく、より好ましくは１３０ｎｍよりも
大きく、さらにより好ましくは１５０ｎｍよりも大きい。発明の合成ナノ担体の最大およ
び最小寸法のアスペクト比は実現例に依存して異なり得る。たとえば、合成ナノ担体の最
小寸法に対する最大寸法のアスペクト比は、１：１から１，０００，０００：１まで、好
ましくは１：１から１００，０００：１まで、より好ましくは１：１から１０００：１ま
で、さらに好ましくは１：１から１００：１まで、およびまたさらに好ましくは１：１か
ら１０：１まで異なり得る。好ましくは、サンプル中の合成ナノ担体の合計数に基づく、
サンプル中の合成ナノ担体の少なくとも７５％、好ましくは８０％、より好ましくは９０
％の最大寸法は３μｍ以下であり、より好ましくは２μｍ以下であり、より好ましくは１
μｍ以下であり、より好ましくは８００ｎｍ以下であり、より好ましくは６００ｎｍ以下
であり、さらにより好ましくは５００ｎｍ以下である。好ましい実現例では、サンプル中
の合成ナノ担体の合計数に基づく、サンプル中の合成ナノ担体の少なくとも７５％、好ま
しくは８０％、より好ましくは９０％の最大寸法は１００ｎｍ以上であり、より好ましく
は１２０以上であり、より好ましくは１３０ｎｍよりも大きく、より好ましくは１４０ｎ
ｍよりも大きく、かつさらにより好ましくは１５０ｎｍよりも大きい。合成ナノ担体のサ
イズの測定は、液体（通常は水性）媒質中に合成ナノ担体を懸濁し、（たとえば、Brookh
aven ZetaPALS機器を用いた）動的光散乱を用いることによって得られる。
【００６７】
　発明の免疫刺激核酸の文脈での「核酸」は、一連のリンクされたヌクレオチドまたは修
飾されたヌクレオチドを意味する。糖部分は、リボース、デオキシリボース、または（そ
の組合せを含む）本明細書中に記載のようなさまざまな修飾された糖のうちいずれかであ
り得る。塩基部分は、プリン、またはＣ、Ａ、Ｔ、Ｇ、Ｕを含むピリミジン塩基、および
（その組合せを含む）本明細書中に記載のような修飾された塩基のうちいずれかであり得
る。核酸は、自然リン酸ジエステル結合によって、またはその組合せを含む（たとえば、
ホスホロチオアートリンクを含み、そうして修飾されたバックボーンを呈する）本明細書
中に記載の他のリンケージのうち任意のものによって、リンク可能である。核酸は一本鎖
または二本鎖であり得、（分岐、円形、およびヘアピンを含む）任意のトポロジ／コンフ
ォメーションのものであり得る。そのような修飾された糖、塩基、および／またはバック
ボーンを有する発明の核酸の修飾は、好ましくは、本明細書中に記載のような安定化修飾
である。
【００６８】
　「医薬的に許容可能な賦形剤」は、発明の組成物を調剤するのに用いられる薬理学的に
不活性の材料を意味する。医薬的に許容可能な賦形剤は、再構成助剤、着色剤、塩水、無
機もしくは有機バッファ（たとえば、リン酸塩、炭酸塩、酢酸塩、もしくはクエン酸塩の
ナトリウムまたはカリウム塩；リン酸緩衝塩水を含む）、ｐＨ調節剤（たとえば、塩酸、
水酸化ナトリウムもしくは水酸化カリウム、クエン酸塩もしくは酢酸塩の塩、アミノ酸、
およびその塩）、酸化防止剤（たとえば、アスコルビン酸、アルファ－トコフェロール）
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、界面活性剤（たとえば、ポリソルベート２０、ポリソルベート８０、ポリオキシエチレ
ン９－１０ノニルフェノール、デオキシコール酸ナトリウム）、溶液および／もしくは冷
凍／分散安定剤（cryo/lyo stabilizers）（たとえば、スクロース、ラクトース、マンニ
トール、トレハロース）、浸透圧調整剤（たとえば、塩または糖）、抗菌物質（たとえば
、安息香酸、フェノール、ゲンタマイシン）、消泡剤（たとえば、ポリジメチルシロゾン
）、保存剤（たとえば、チメロサール、２－フェノキシエタノール、ＥＤＴＡ）、高分子
安定剤および粘度調節剤（たとえば、ポリビニルピロリドン、ポロキサマー４８８、カル
ボキシメチルセルロース）、ならびに共溶媒（たとえば、グリセロール、ポリエチレング
リコール、エタノール）を含むがこれらに限定されない、当該技術分野で公知のさまざま
な材料を備える。
【００６９】
　「被験体」は、霊長類；鳥類；猫、犬、羊、山羊、牛、馬、および豚などの家畜；マウ
ス、ラット、およびモルモットなどの実験動物；魚類；爬虫類；動物園の動物および野生
動物；などの温血哺乳類を含むヒトおよび動物を意味する。
【００７０】
　「合成ナノ担体」は、自然には見出さず、かつ大きさが５ミクロン以下である少なくと
も１つの寸法を有する別々の物体を意味する。アルブミンナノ粒子は一般的に合成ナノ担
体に含まれるが、ある実現例では、合成ナノ担体はアルブミンナノ粒子を備えない。実現
例では、発明の合成ナノ担体はキトサンを備えない。
【００７１】
　合成ナノ担体は、１つもしくは複数の脂質系のナノ粒子、ポリマーナノ粒子、金属性ナ
ノ粒子、界面活性剤系乳剤、デンドリマー、バッキーボール、ナノワイヤ、ウィルス様粒
子、（アルブミンナノ粒子などの）ペプチドもしくはタンパク質系粒子、および／または
脂質－ポリマーナノ粒子などのナノ材料の組合せを用いて展開するナノ粒子であり得るが
、それらに限定されない。合成ナノ担体は、回転楕円面状、立方体様、角錐形、長円形、
円筒形、ドーナツ形などを含むがそれらに限定されないさまざまな異なる形状であり得る
。発明に従う合成ナノ担体は１つ以上の表面を備える。本発明の実践で用いるために適合
可能な例示的な合成ナノ担体は、（１）Gref et al.に対する米国特許５，５４３，１５
８に開示される生物分解性ナノ粒子、（２）Saltzman et al.に対する公開米国特許出願
２００６／０００２８５２のポリマーナノ粒子、（３）DeSimone et al.に対する公開米
国特許出願２００９／００２８９１０のリソグラフィ構築されたナノ粒子、（４）von An
drian et al.に対するＷＯ２００９／０５１８３７の開示、または（５）Penades et al.
に対する公開米国特許出願２００８／０１４５４４１中に開示されるナノ粒子を備える。
実現例では、合成ナノ担体は、１：１、１：１．２、１：１．５、１：２、１：３、１：
５、１：７よりも大きい、または１：１０よりも大きいアスペクト比を有することができ
る。
【００７２】
　最小寸法が１００ｎｍ以下、好ましくは約１００ｎｍ以下である、発明に従う合成ナノ
担体は、補体を活性化するヒドロキシル基を有する表面を備えない、または代替的に、補
体を活性化するヒドロキシル基ではない部分から本質的になる表面を備える。ある実現例
では、最小寸法がたとえば約１００ｎｍ以下などの約１００ｎｍ以下である、本明細書中
に記載のような合成ナノ担体は、補体を実質的に活性化する表面を備えない、または代替
的に、補体を実質的に活性化しない部分から本質的になる表面を備える。より好ましい実
現例では、最小寸法が約１００ｎｍ以下、好ましくは約１００ｎｍ以下である、発明に従
う合成ナノ担体は、補体を活性化する表面を備えない、または代替的に、補体を活性化し
ない部分から本質的になる表面を備える。実現例では、合成ナノ担体はウイルス様粒子（
ＶＬＰ）を除外する。実現例では、合成ナノ担体がウイルス様粒子を備える場合、ウイル
ス様粒子は非天然アジュバントを備える（ＶＬＰがＶＬＰの産生の際に生成される自然発
生ＲＮＡ以外のアジュバントを備えることを意味する）。実現例では、合成ナノ担体は、
１：１、１：１．２、１：１．５、１：２、１：３、１：５、１：７よりも大きい、また
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は１：１０よりも大きいアスペクト比を有することができる。
【００７３】
　「Ｔ細胞抗原」は、Ｔ細胞における免疫応答によって認識されるおよび免疫応答をトリ
ガする任意の抗原（たとえば、クラスＩもしくはクラスＩＩ主要組織適合遺伝子複合体分
子（ＭＨＣ）に結合されたもしくはＣＤ１複合体に結合された抗原またはその一部の提示
を介してＴ細胞またはＮＫＴ細胞上のＴ細胞受容体が特異的に認識する抗原）を意味する
。いくつかの実現例では、Ｔ細胞抗原である抗原はＢ細胞抗原でもある。他の実現例では
、Ｔ細胞抗原はＢ細胞抗原でもあるわけではない。Ｔ細胞抗原は一般的にタンパク質また
はペプチドである。Ｔ細胞抗原は、ＣＤ８＋Ｔ細胞応答、ＣＤ４＋Ｔ細胞応答、またはそ
の両方を刺激する抗原であり得る。したがって、いくつかの実現例では、ナノ担体は、両
方の種類の応答を効果的に刺激することができる。実現例では、Ｔ細胞抗原は、破傷風：
ＴＴ８３０－８４３、ＴＴ９４７－９６７；ジフテリア　ＤＴ３３１－３５０、アデノウ
イルス　Ｈ９１０－９２４；ＣＭＶ　ｐｐ６５、はしか　Ｆ２８８－３０２、Ｆ４２１－
４３５、Ｆ２５６－２７０、ＮＰ３３５－３４５；ＨＣＶ　Ａ１２４８－１２６１、Ｃ１
７８１－１８００、Ｄ２５７１－２５９０；インフルエンザ　ＨＡ９１－１０８、ＨＡ３
０７－３１９、ＨＡ３５４－３７２のうち１つ以上を備えることができる。
【００７４】
　いくつかの実現例では、Ｔ細胞抗原は、ヘルパーＴ細胞抗原（すなわち、Ｔ細胞の助け
の刺激を通して、関連のないＢ細胞抗原に対する向上した応答を生成することができるも
の）である。実現例では、ヘルパーＴ細胞抗原は、破傷風トキソイド、エプスタイン－バ
ーウイルス、インフルエンザウイルス、呼吸器系合胞体ウイルス、はしかウイルス、おた
ふく風邪ウイルス、風疹ウイルス、サイトメガロウイルス、アデノウイルス、ジフテリア
トキソイド、または（Sette et al.に対する米国特許７，２０２，３５１の研究から公知
の）ＰＡＤＲＥペプチドから得られるもしくは誘導される１つ以上のペプチドを備えるこ
とができる。他の実現例では、ヘルパーＴ細胞抗原は、１つ以上の脂質、または、α－ガ
ラクトシルセラミド（α－ＧａｌＣｅｒ）、（スフィンゴモナス種からの）α－リンクさ
れたグリコスフィンゴリピド、（ボレリアブルグドルフェリからの）ガラクトシルジアシ
ルグリセロール、（リーシュマニアドノバーニからの）リポホスホグリカン、および（癩
菌からの）ホスファチジルイノシトールテトラマンノシド（ＰＩＭ４）を含むがそれらに
限定されない糖脂質を備えることができる。ヘルパーＴ細胞抗原として有用な付加的な脂
質および／または糖脂質については、V. Cerundolo et al., "Harnessing invariant NKT
 cells in vaccination strategies." Nature Rev Immun, 9:28-38 (2009)を参照。実現
例では、ＣＤ４＋Ｔ細胞抗原は、自然源などの源から得られるＣＤ４＋Ｔ細胞抗原の誘導
体であり得る。そのような実現例では、ＭＨＣ　ＩＩに結合するそれらのペプチドなどの
ＣＤ４＋Ｔ細胞抗原配列は、源から得られる抗原に対する少なくとも７０％、８０％、９
０％、または９５％の同一性を有することができる。実現例では、Ｔ細胞抗原、好ましく
はヘルパーＴ細胞抗原は、合成ナノ担体に連結可能または合成ナノ担体から切り離し可能
である。
【００７５】
　「ワクチン」は、特定の病原体または疾患に対する免疫応答を向上させるものの組成物
を意味する。ワクチンは、典型的に被験体の免疫系を刺激して、特異的な抗原を異物とし
て認識しかつそれを被験体の体から排除する因子を含有する。ワクチンは免疫「記憶」も
確立するため、人が再攻撃されれば迅速に抗原を認識してこれに応答する。ワクチンは、
（たとえば、任意の病原体による将来的な感染を防止するように）予防的であるか、また
は療法的（たとえば、癌の治療のための腫瘍特異的抗原に対するワクチン）であり得る。
実現例では、ワクチンは発明に従う剤形を備えることができる。
【００７６】
　核酸
　実現例では、発明は、
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
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：１］
を備える免疫刺激単離核酸を備える組成物を包含する。
【００７７】
　実現例では、発明の組成物は、０．００１マイクログラムから１００，０００マイクロ
グラムの記載のオリゴヌクレオチド、０．０１マイクログラムから１０，０００マイクロ
グラムの記載のオリゴヌクレオチド、０．１マイクログラムから１，０００マイクログラ
ムの記載のオリゴヌクレオチド、１マイクログラムから５００マイクログラムの記載のオ
リゴヌクレオチド、または１マイクログラムから２００マイクログラムの記載のオリゴヌ
クレオチドを備える。ある実現例では、記載のオリゴヌクレオチドのいずれも合成ナノ担
体の表面上に吸収されない。
【００７８】
　実現例では、本発明の免疫刺激単離核酸は、「Ｃ型」ＣｐＧ含有核酸のサイトカイン応
答パターン特性を生成する。このサイトカインパターンは「Ｂ型」ＣｐＧ含有核酸とは区
別することができる。なぜなら、Ｂ型およびＣ型の両者ともＩＬ－６の発現を誘発する一
方で、Ｃ型のみがインターフェロン－アルファおよびＩＰ－１０の発現も誘発するからで
ある。応じてかつ実施例に見られるように、さまざまな実現例では、記載の核酸は、発明
の組成物のうちいずれかが被験体においてＩＬ－６を誘発するのに有効な量被験体に投与
されると被験体においてＩＬ－６産生を誘発する。ある実現例では、記載の核酸は、発明
の組成物の任意のものが被験体においてインターフェロン－アルファ産生を誘発するのに
有効な量被験体に投与されると被験体においてインターフェロン－アルファを誘発する。
いくつかの実現例では、記載の核酸は、発明の組成物のいずれかが被験体においてＩＰ－
１０産生を誘発するのに有効な量被験体に投与されると被験体においてＩＰ－１０を誘発
する。
【００７９】
　ある実現例では、記載の核酸は安定化修飾を備えない。好ましくはそのような核酸はホ
スホジエステルバックボーンを備える。
【００８０】
　実現例では、記載の核酸は安定化修飾を含有することができる。核酸の安定化修飾は、
３’ＯＨまたは５’ＯＨ基の修飾、ヌクレオチド塩基の修飾、糖成分の修飾、およびリン
酸基の修飾という当該技術分野で公知の任意のものを含むがそれらに限定されない。さま
ざまなそのような安定化修飾を本明細書中に記載し、Fearon et al.に対する公開米国特
許出願２００８／０２０７５５０またはKrieg et al.に対する米国特許６，２３９，１１
６にもこれを見出すことができる。
【００８１】
　記載の核酸は一本鎖もしくは二本鎖ＤＮＡであることができる、および／または付加的
なフランキング配列を備えることができる。記載の核酸は自然発生または修飾された非自
然発生塩基を含有することができ、修飾された糖、リン酸塩、および／または末端を含有
することができる。たとえば、リン酸塩修飾は、メチルホスホン酸塩、ホスホロチオアー
ト、たとえば－Ｏ－Ｐ＝Ｏ（－Ｓ－ＣＨ2ＣＯ2－）などのアルキルホスホノチオアート、
亜リン酸アミド（ブリッジまたは非ブリッジ（bridging or non-bridging））、ホスホト
リエステルおよびホスホロジチオアート、ならびに以上のようなアルキルホスホロジチオ
アートを含むがこれらに限定されず、任意の組合せで用いることができる。他の非リン酸
塩リンケージも用いることができる。有用な実現例では、本発明の修飾された核酸はホス
ホロチオアートバックボーンを備える。２’－アルコキシ－ＲＮＡ類似体、２’－アミノ
－ＲＮＡ類似体、および２’－アルコキシ－またはアミノ－ＲＮＡ／ＤＮＡキメラ、なら
びに本明細書中に記載の他のものなどの技術分野で公知の糖修飾もなすことができ、任意
のリン酸塩修飾と組合せることもできる。（以下にさらに論じる）塩基修飾の例は、核酸
のシトシンのＣ－５および／またはＣ－６（たとえば、５－ブロモシトシン、５－クロロ
シトシン、５－フルオロシトシン、５－ヨードシトシン）、ならびに核酸のウラシルのＣ
－５および／またはＣ－６（たとえば、５－ブロモウラシル、５－クロロウラシル、５－
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フルオロウラシル、５－ヨードウラシル）への電子吸引部分の付加を含むが、それらに限
定されない。たとえば国際特許出願ＷＯ９９／６２９２３を参照。
【００８２】
　修飾されたリン酸塩リンケージまたは非リン酸塩リンケージを含有する核酸の合成は当
該技術分野で公知である。検討には、Matteucci (1997) "Oligonucleotide Analogs: an 
Overview" in Oligonucleotides as Therapeutic Agents, (D. J. Chadwick and G. Card
ew, ed.) John Wiley and Sons, New York, N.Y.を参照。本発明の核酸中の糖または糖類
似体部分に付着することができるリン誘導体（または修飾されたリン酸基）は、モノリン
酸塩、二リン酸塩、三リン酸塩、アルキルホスホン酸塩、ホスホロチオアート、ホスホロ
ジチオアート、亜リン酸アミドなどであり得る。以上注記したリン酸塩類似体の調製およ
び核酸へのそれらの組入れそれ自体も公知であり、詳細にここで説明する必要はない。Pe
yrottes et al. (1996) Nucleic Acids Res. 24:1841-1848；Chaturvedi et al. (1996) 
Nucleic Acids Res. 24:2318-2323；およびSchultz et al. (1996) Nucleic Acids Res. 
24:2966-2973。たとえば、ホスホロチオアート核酸の合成は、酸化工程を硫化工程で置換
えることを除いて、自然発生核酸について上述したのと同様である（Zon (1993) "Oligon
ucleoside Phosphorothioates" in Protocols for Oligonucleotides and Analogs, Synt
hesis and Properties (Agrawal, ed.) Humana Press, pp. 165-190）。
【００８３】
　同様に、ホスホトリエステル（Miller et al. (1971) JACS 93:6657-6665）、非ブリッ
ジ亜リン酸アミド（Jager et al. (1988) Biochem. 27:7247-7246）、Ｎ３’からＰ５’
亜リン酸アミド（Nelson et al. (1997) JOC 62:7278-7287）、およびホスホロジチオア
ート（米国特許第５，４５３，４９６号）などの他のリン酸塩類似体の合成も記載されて
いる。他の非リン系修飾核酸も用いることができる（Stirchak et al. (1989) Nucleic A
cids Res. 17:6129-6141）。ホスホロチオアートバックボーンを有する核酸は、宿主の中
への注入の後、ある状況下では劣化に対してより耐性を有することができる。Braun et a
l. (1988) J. Immunol. 141:2084-2089；およびLatimer et al. (1995) Mol. Immunol. 3
2:1057-1064。
【００８４】
　本明細書中に記載の発明で有用な核酸は、（唯一のまたは主要な糖成分としてリボース
を含有する）１つ以上のリボヌクレオチドを備えることができる、または、当該技術分野
で公知のように、修飾された糖もしくは糖類似体を核酸に組入れることができる。このよ
うに、リボースに加えて、糖部分は、ペントース、デオキシペントース、ヘキソース、も
しくはデオキシヘキトースなどの糖のクラス；グルコース、アラビノース、キシロース、
リキソースなどの特定的な糖；または糖「類似体」シクロペンチル基などの糖類似体のう
ち１つであり得る。糖はピラノシルまたはフラノシル形態であり得る。記載の核酸中、糖
部分は好ましくはリボース、アラビノース、または２’－Ｏ－アルキルリボースのフラノ
シドであり、糖はアルファ－またはベータ－アノマー構成のいずれかでそれぞれの複素環
式塩基に付着することができる。これらの糖または糖類似体およびそのような糖または類
似体が複素環式塩基（核酸塩基）に付着するそれぞれの「ヌクレオシド」の調製それ自体
は公知であり、そのような調製が任意の特定的な実施例に関し得る程度を除いて、ここで
説明する必要はない。糖の修飾も行なうことができ、記載の核酸の調製において任意のリ
ン酸塩修飾と組合せることもできる。
【００８５】
　記載の核酸に組入れられる複素環式塩基または核酸塩基は、自然発生主要プリンおよび
ピリミジン塩基（すなわち、以上で言及したようなウラシル、チミン、シトシン、アデニ
ン、およびグアニン）、ならびに当該主要塩基の自然発生および合成修飾であり得る。
【００８６】
　当業者は、さまざまな複素環式塩基およびさまざまな糖部分（および糖類似体）を備え
る多数の「合成」非天然ヌクレオシドが当該技術分野で利用可能であり、本発明の他の判
断基準が満たされる限りは、記載の核酸が、自然発生核酸の主要な５つの塩基成分以外に
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１つまたはいくつかの複素環式塩基を含むことができることを認識するであろう。ある実
現例では、記載の核酸の複素環式塩基は、ウラシル－５－イル、シトシン－５－イル、ア
デニン－７－イル、アデニン－８－イル、グアニン－７－イル、グアニン－８－イル、４
－アミノピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－５－イル、２－アミノ－４－オキソピロロ［
２，３－ｄ］ピリミジン－５－イル、２－アミノ－４－オキソピロロ［２，３－ｄ］ピリ
ミジン－３－イル基を含むがこれらに限定されず、プリンは９位を介して、ピリミジンは
１位を介して、ピロロピリミジンは７位を介して、かつピラゾロピリミジンは１位を介し
て核酸の糖部分に付着する。
【００８７】
　記載の核酸は少なくとも１つの修飾された塩基を備えることができる。本明細書中で用
いるように、用語「修飾された塩基」は「塩基類似体」と同義であり、たとえば「修飾さ
れたシトシン」は「シトシン類似体」と同義である。同様に、「修飾された」ヌクレオシ
ドまたはヌクレオチドは、本明細書ではヌクレオシドまたはヌクレオチド「類似体」と同
義であると規定される。塩基修飾の例は、核酸のシトシンのＣ－５および／またはＣ－６
への電子吸引部分の付加を含むがこれに限定されない。好ましくは、電子吸引部分はハロ
ゲンである。そのような修飾されたシトシンは、アザシトシン、５－ブロモシトシン、ブ
ロモウラシル、５－クロロシトシン、塩素化シトシン、シクロシトシン、シトシンアラビ
ノシド、５－フルオロシトシン、フルオロピリミジン、フルオロウラシル、５，６－ジヒ
ドロシトシン、５－ヨードシトシン、ヒドロキシ尿素、ヨードウラシル、５－ニトロシト
シン、ウラシル、および任意の他のピリミジン類似体または修飾されたピリミジンを含む
ことができるがこれらに限定されない。塩基修飾の他の例は、記載の核酸のウラシルのＣ
－５および／またはＣ－６への電子吸引部分の付加を含むがこれらに限定されない。好ま
しくは、電子吸引部分はハロゲンである。そのような修飾されたウラシルは、５－ブロモ
ウラシル、５－クロロウラシル、５－フルオロウラシル、５－ヨードウラシルを含むこと
ができるがこれらに限定されない。
【００８８】
　塩基修飾の他の例は、６－チオ－グアニン、４－チオ－チミン、および４－チオ－ウラ
シルを含むがこれらに限定されない塩基への１つ以上のチオール基の付加を含む。
【００８９】
　記載の核酸は、酵素法、化学的方法、およびより大きな核酸配列の分解を含むがこれら
に限定されない、当該技術分野で周知の技術および核酸合成機器を用いて合成することが
できる。たとえば、Ausubel et al. (1987)；およびSambrook et al. (1989)を参照。酵
素的に集合されると、個別のユニットは、米国特許第５，１２４，２４６号に従って、Ｔ
４ＤＮＡまたはＲＮＡリガーゼなどのたとえばリガーゼとライゲートされることができる
。核酸の分解は、米国特許第４，６５０，６７５号に例示されるように、核酸をヌクレア
ーゼに晒すことによって達成可能である。
【００９０】
　本発明で有用な環状核酸は、単離可能である、組換法で合成可能である、または化学的
に合成可能である。環状核酸が単離によってまたは組換法によって得られる場合、核酸は
好ましくはプラスミドである。より小さな環状核酸の化学合成は、文献に記載の任意の方
法を用いて行なうことができる。たとえば、Gao et al. (1995) Nucleic Acids Res. 23:
2025-2029；およびWang et al. (1994) Nucleic Acids Res. 22:2326-2333を参照。
【００９１】
　記載の核酸を作るための技術は当該技術分野で公知である。ホスホジエステルリンケー
ジを含有する自然発生ＤＮＡは一般的に、適切なヌクレオシドホスホロアミダイトを、３
’端で固体支持体に付着される成長中の核酸の５’－ヒドロキシ基に順次結合し、その後
中間亜リン酸トリエステルをリン酸トリエステルに酸化することによって合成される。所
望の核酸配列を一旦合成すると、核酸は支持体から外され、リン酸トリエステル基はリン
酸ジエステルに脱保護され、ヌクレオシド塩基は水性アンモニアまたは他の塩基を用いて
脱保護される。たとえば、Beaucage (1993) "Oligodeoxyribonucleotide Synthesis" in 
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Protocols for Oligonucleotides and Analogs, Synthesis and Properties (Agrawal, e
d.) Humana Press, Totowa, N.J.；Warner et al. (1984) DNA 3:401、および米国特許第
４，４５８，０６６号を参照。
【００９２】
　記載の核酸中に存在するＣＧモチーフのシトシンは非メチル化であることが好ましい。
もっとも、他の修飾および／または付加が企図される。しかしながら、ある実現例では、
記載の核酸はＣＧモチーフの一部でない１つ以上のメチル化シトシンを含有することがで
きる。
【００９３】
　塩基修飾ヌクレオシドの調製および前駆体としての当該塩基修飾ヌクレオシドを用いた
修飾核酸の合成は、たとえば、米国特許第４，９１０，３００号、第４，９４８，８８２
号、および第５，０９３，２３２号に記載されている。これらの塩基修飾ヌクレオシドは
、化学合成によってそれらを核酸の末端または内部位置のいずれかに組入れることができ
るように設計されている。核酸の末端または内部位置のいずれかに存在するそのような塩
基修飾ヌクレオシドは、ペプチドまたは他の抗原の付着部位となることができる。それら
の糖部分において修飾されたヌクレオシドも記載され（たとえば、米国特許第４，８４９
，５１３号、第５，０１５，７３３号、第５，１１８，８００号、第５，１１８，８０２
号を含むが、これらに限定されない）、かつ同様に用いることができる。
【００９４】
　核酸長さパラメータ
　いくつかの実現例では、記載の核酸は、１０，０００；５,０００；２５００；２００
０；１５００；１２５０；１０００；７５０；５００；３００；２５０；２００；１７５
；１５０；１２５；１００；７５；５０；２５の（塩基または塩基対中の）長さのうちほ
ぼいずれよりも小さい。いくつかの実現例では、免疫調節ポリヌクレオチドは、２４；３
０；４０；５０；６０；７５；１００；１２５；１５０；１７５；２００；２５０；３０
０；３５０；４００；５００；７５０；１０００；２０００；５０００；７５００；１０
０００；２００００；５００００の（塩基または塩基対中の）長さのうちほぼいずれより
も大きい。これに代えて、免疫調節ポリヌクレオチドは、１０,０００；５,０００；２５
００；２０００；１５００；１２５０；１０００；７５０；５００；３００；２５０；２
００；１７５；１５０；１２５；１００；７５；５０；または２５という上限と、２４；
３０；４０；５０；６０；７５；１００；１２５；１５０；１７５；２００；２５０；３
００；３５０；４００；５００；７５０；１０００；２０００；５０００；７５００とい
う独立して選択される下限とを有するサイズの範囲のいずれでもあり得る。なお、下限は
上限よりも小さい。
【００９５】
　組成物
　発明の組成物は、記載の核酸に加えてさまざまな材料および物質を備えることができる
。本明細書中のどこかに注記されるように、そのような材料および物質は、アジュバント
、抗原、担体、医薬的に許容可能な賦形剤などを備えることができる。
【００９６】
　ある実現例では、本発明の実践において有用な担体は、タンパク質担体または合成ナノ
担体を備える。実現例では、発明の組成物を備える合成ナノ担体は抗原に連結可能である
。付加的な実現例では、そのような合成ナノ担体は、免疫刺激単離核酸に連結されていな
い付加的な合成ナノ担体をさらに備えることができ、好ましい実現例では、付加的な合成
ナノ担体は抗原に連結される。
【００９７】
　ある実現例では、発明の組成物は共役または非共役ワクチンとともに投与可能である。
実現例では、発明の組成物は、担体ペプチドもしくはタンパク質、または別の種類の担体
を備えることができる。有用な担体は、破傷風トキソイド（ＴＴ）、ジフテリアトキソイ
ド（ＤＴ）、ジフテリア毒素の非毒性突然変異体、ＣＲＭ１９７、Ｂ群髄膜炎菌からの外
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膜タンパク質複合体、およびキーホールリンペットヘモシアニン（ＫＬＨ）を含むがそれ
らに限定されない、共役ワクチンにおいて有用であることが公知である担体タンパク質を
備える。他の担体は、本明細書中のどこかに記載の合成ナノ担体および従来公知であるか
もしれない他の担体を備えることができる。
【００９８】
　従来の共有または非共有結合的連結技術を用いて、抗原または記載の核酸の担体への連
結を行なうことができる。共役ワクチンを開発するための有用な技術は、M D Lairmore e
t al., "Human T-lymphotropic virus type 1 peptides in chimeric and multivalent c
onstructs with promiscuous T-cell epitopes enhance immunogenicity and overcome g
enetic restriction." J. Virol. October; 69(10):6077-89 (1995)；C W Rittershause 
et al., "Vaccine-induced antibodies inhibit CETP activity in vivo and reduce aor
tic lesions in a rabbit model of atherosclerosis." Arterioscler Thromb Vasc Biol
. September; 20(9):2106-12 (2000)；M V Chengalvala et al., "Enhanced immunogenic
ity of hepatitis B surface antigen by insertion of a helper T cell epitope from 
tetanus toxoid." Vaccine. March 5; 17(9-10):1035-41 (1999). N K Dakappagari et a
l., "A chimeric multi-human epidermal growth factor receptor-2 B cell epitope pe
ptide vaccine mediates superior antitumor responses." J Immunol. April 15; 170(8
):4242-53 (2003)；J T Garrett et al. "Novel engineered trastuzumab conformationa
l epitopes demonstrate in vitro and in vivo antitumor properties against HER-2/n
eu." J. Immunol. June 1; 178(11):7120-31 (2007)に一般的に記載されるものを含むが
、これらに限定されるものではない。
【００９９】
　他の実現例では、発明の組成物は、注入可能な混合物を形成するビヒクル中で抗原また
は従来のワクチンと組合せ可能である。混合物は、有用な剤形に到達するように従来の医
薬製造および配合技術を用いて作ることができる。本発明を実践する際の使用に好適な技
術は、M. F. Powell et al., Vaccine Design, 1995 Springer-Verlag publ.；またはL. 
C. Paoletti et al. eds., Vaccines: from Concept to Clinic. A Guide to the Develo
pment and Clinical Testing of Vaccines for Human Use 1999 CRC Press publ.を含む
がそれらに限定されないさまざまな源に見出すことができる。
【０１００】
　実現例では、合成ナノ担体を担体として用いることができる。発明に従って多種多様な
合成ナノ担体を用いることができる。いくつかの実現例では、合成ナノ担体は球体または
回転楕円体である。いくつかの実現例では、合成ナノ担体は平らであるかまたは板状であ
る。いくつかの実現例では、合成ナノ担体は立方体または立方状である。いくつかの実現
例では、合成ナノ担体は楕円形または長円形である。いくつかの実現例では、合成ナノ担
体は、円筒、円錐、または角錐である。
【０１０１】
　いくつかの実現例では、各々の合成ナノ担体が同様の性質を有するようにサイズ、形状
、および／または組成という観点で相対的に均一な合成ナノ担体の集団を用いることが望
ましい。たとえば、合成ナノ担体の合計数に基づく、合成ナノ担体の少なくとも８０％、
少なくとも９０％、または少なくとも９５％の最小寸法または最大寸法は、合成ナノ担体
の平均直径または平均寸法の５％、１０％、または２０％内に入ることができる。いくつ
かの実現例では、合成ナノ担体の集団は、サイズ、形状、および／または組成について外
来であることができる。
【０１０２】
　合成ナノ担体は中実または中空であることができ、１つ以上の層を備えることができる
。いくつかの実現例では、各々の層は他の層に対して独自の組成および独自の性質を有す
る。１つだけ例を挙げると、合成ナノ担体はコア／シェル構造を有することができる。す
なわち、コアは１つの層（たとえばポリマーコア）であり、シェルは第２の層（たとえば
、脂質二重層または単分子層）である。合成ナノ担体は複数の異なる層を備えることがで
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きる。
【０１０３】
　いくつかの実現例では、合成ナノ担体はオプションで１つ以上の脂質を備えることがで
きる。いくつかの実現例では、合成ナノ担体はリポソームを備えることができる。いくつ
かの実現例では、合成ナノ担体は脂質二重層を備えることができる。いくつかの実現例で
は、合成ナノ担体は脂質単分子層を備えることができる。いくつかの実現例では、合成ナ
ノ担体はミセルを備えることができる。いくつかの実現例では、合成ナノ担体は、（たと
えば、脂質二重層、脂質単分子層などの）脂質層で囲まれたポリマーマトリックスを備え
るコアを備えることができる。いくつかの実現例では、合成ナノ担体は、（たとえば、脂
質二重層、脂質単分子層などの）脂質層で囲まれる非ポリマーコア（たとえば、金属粒子
、量子ドット、セラミック粒子、骨片、ウイルス粒子、タンパク質、核酸、炭水化物など
）を備えることができる。
【０１０４】
　いくつかの実現例では、合成ナノ担体は１つ以上のポリマーを備えることができる。い
くつかの実現例では、そのようなポリマーを被覆層（たとえば、リポソーム、脂質単分子
層、ミセルなど）で囲むことができる。いくつかの実現例では、合成ナノ担体のさまざま
な要素をポリマーと連結することができる。
【０１０５】
　いくつかの実現例では、免疫特徴表面、標的部分、および／または核酸をポリマーマト
リックスと共有結合的に会合させることができる。いくつかの実現例では、共有結合的会
合はリンカーによって媒介される。いくつかの実現例では、免疫特徴表面、標的部分、お
よび／またはオリゴヌクレオチドをポリマーマトリックスと非共有結合的に会合させるこ
とができる。たとえば、いくつかの実現例では、免疫特徴表面、標的部分、および／また
は核酸をポリマーマトリックス内に封入可能である、ポリマーマトリックスで囲むことが
できる、および／またはポリマーマトリックスを通じて分散可能である。これに代えてま
たは加えて、免疫特徴表面、標的部分、および／またはヌクレオチドを、疎水性相互作用
、電荷相互作用、ファンデルワールス力などによってポリマーマトリックスと会合させる
ことができる。
【０１０６】
　多種多様なポリマーおよびそれからポリマーマトリックスを形成するための方法が従来
公知である。一般的に、ポリマーマトリックスは１つ以上のポリマーを備える。ポリマー
は天然または非天然（合成）ポリマーであり得る。ポリマーは２つ以上のモノマーを備え
るホモポリマーまたは共重合体であり得る。配列という観点では、共重合体は、ランダム
、ブロックであり得、またはランダムおよびブロック配列の組合せを備えることができる
。典型的に、本発明に従うポリマーは有機ポリマーである。
【０１０７】
　本発明での使用に好適なポリマーの例は、ポリエチレン、ポリカーボネート（たとえば
、ポリ（１，３－ジオキサン－２オン））、ポリ無水物（たとえば、ポリ（セバシン酸無
水物））、ポリプロピルフマレート、ポリアミド（たとえば、ポリカプロラクタム）、ポ
リアセタール、ポリエーテル、ポリエステル（たとえば、ポリラクチド、ポリグリコリド
、ポリラクチド－コ－グリコリド、ポリカプロラクトン、ポリヒドロキシ酸（たとえば、
ポリ（β－ヒドロキシアルカノエート）））、ポリ（オルトエステル）、ポリシアノアク
リレート、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、ポリホスファゼン、ポリアクリレート
、ポリメタクリレート、ポリ尿素、ポリスチレン、およびポリアミン、ポリリシン、ポリ
リシン－ＰＥＧ共重合体、ならびにポリ（エチレンイミン）、ポリ（エチレンイミン）－
ＰＥＧ共重合体を含むが、これらに限定されない。
【０１０８】
　いくつかの実現例では、本発明に従うポリマーは、ポリエステル（たとえば、ポリ乳酸
、ポリ（乳酸－５－グリコール酸）、ポリカプロラクトン、ポリバレロラクトン、ポリ（
１，３－ジオキサン－２オン））、ポリ無水物（たとえば、ポリ（セバシン酸無水物））
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、ポリエーテル（たとえばポリエチレングリコール）、ポリウレタン、ポリメタクリレー
ト、ポリアクリレート、およびポリシアノアクリレートを含むが、これらに限定されない
、連邦規則集§１７７．２６００に基づき米国食品医薬品局（ＦＤＡ）がヒトにおける使
用について承認したポリマーを含む。
【０１０９】
　いくつかの実現例では、ポリマーは親水性であり得る。たとえば、ポリマーは、アニオ
ン基（たとえば、リン酸基、硫酸基、カルボキシレート基）、カチオン基（たとえば、第
４級アミン基）、または極性基（たとえば、ヒドロキシル基、チオール基、アミン基）を
備えることができる。いくつかの実現例では、親水性ポリマーマトリックスを備える合成
ナノ担体は、合成ナノ担体内で親水性環境を生成する。いくつかの実現例では、ポリマー
は疎水性であり得る。いくつかの実現例では、疎水性ポリマーマトリックスを備える合成
ナノ担体は、合成ナノ担体内で疎水性環境を生成する。ポリマーの親水性または疎水性の
選択は、合成ナノ担体内に組入れられる（たとえば連結される）材料の性質に影響を及ぼ
す可能性がある。
【０１１０】
　いくつかの実現例では、ポリマーは１つ以上の部分および／または官能基で修飾可能で
ある。本発明に従ってさまざまな部分または官能基を用いることができる。いくつかの実
現例では、ポリマーは、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）で、炭水化物で、および／ま
たは多糖から誘導される非環式ポリアセタール（Papisov, 2001, ACS Symposium Series,
 786:301）で修飾可能である。ある実現例は、Gref et al.に対する米国特許第５，５４
３，１５８号またはVon Andrian et al.によるＷＯ刊行物ＷＯ２００９／０５１８３７の
一般的教示を用いてなすことができる。
【０１１１】
　いくつかの実現例では、ポリマーは脂質または脂肪酸基で修飾可能である。いくつかの
実現例では、脂肪酸基は、酪酸、カプロン酸、カプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミ
リスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、ベヘン酸、またはリグノセリ
ン酸のうち１つ以上であり得る。いくつかの実現例では、脂肪酸基は、パルミトレイン酸
、オレイン酸、バクセン酸、リノール酸、アルファ－リノール酸、ガンマ－リノール酸、
アラキドン酸、ガドレイン酸、アラキドン酸、エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン
酸、またはエルカ酸のうち１つ以上であり得る。
【０１１２】
　いくつかの実現例では、ポリマーは、本明細書中ではまとめて「ＰＬＧＡ」と称される
ポリ（乳酸－コ－グリコール酸）およびポリ（ラクチド－コ－グリコリド）などの乳酸お
よびグリコール酸ユニットを備える共重合体と、本明細書中では「ＰＧＡ」と称されるグ
リコール酸ユニットならびに本明細書中ではまとめて「ＰＬＡ」と称されるポリ－Ｌ－乳
酸、ポリ－Ｄ－乳酸、ポリ－Ｄ，Ｌ－乳酸、ポリ－Ｌ－ラクチド、ポリ－Ｄ－ラクチド、
およびポリ－Ｄ，Ｌ－ラクチドなどの乳酸ユニットを備えるホモポリマーとを含むポリエ
ステルであり得る。いくつかの実現例では、例示的なポリエステルは、たとえば、ポリヒ
ドロキシ酸、ＰＥＧ共重合体、ならびにラクチドおよびグリコリドの共重合体（たとえば
、ＰＬＡ－ＰＥＧ共重合体、ＰＧＡ－ＰＥＧ共重合体、ＰＬＧＡ－ＰＥＧ共重合体、およ
びその誘導体を含む。いくつかの実現例では、ポリエステルは、たとえば、ポリ（カプロ
ラクトン）、ポリ（カプロラクトン）－ＰＥＧ共重合体、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－Ｌ－
リシン）、ポリ（セリンエステル）、ポリ（４－ヒドロキシ－Ｌ－プロリンエステル）、
ポリ［α－（４－アミノブチル）－Ｌ－グリコール酸］、およびその誘導体を含む。
【０１１３】
　いくつかの実現例では、ポリマーはＰＬＧＡであり得る。ＰＬＧＡは乳酸およびグリコ
ール酸の生体適合性および生物分解性共重合体であり、ＰＬＧＡのさまざまな形態は、乳
酸：グリコール酸の比率を特徴とする。乳酸はＬ－乳酸、Ｄ－乳酸、またはＤ，Ｌ－乳酸
であり得る。ＰＬＧＡの分解レートは、乳酸：グリコール酸の比率を変更することによっ
て調整可能である。いくつかの実現例では、本発明に従って用いるべきＰＬＧＡは、約８
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５：１５、約７５：２５、約６０：４０、約５０：５０、約４０：６０、約２５：７５、
または約１５：８５という乳酸：グリコール酸の比率を特徴とする。
【０１１４】
　いくつかの実現例では、ポリマーは１つ以上のアクリルポリマーであり得る。ある実現
例では、アクリルポリマーは、たとえばアクリル酸およびメタクリル酸共重合体、メタク
リル酸メチル共重合体、エトキシエチルメタクリレート、メタクリル酸シアノエチル、ア
ミノアルキルメタクリレート共重合体、ポリ（アクリル酸）、ポリ（メタクリル酸）、メ
タクリル酸アルキルアミド共重合体、ポリ（メタクリル酸メチル）、ポリ（メタクリル酸
無水物）、メタクリル酸メチル、ポリメタクリレート、ポリ（メチルメタクリレート）共
重合体、ポリアクリルアミド、アミノアルキルメタクリレート共重合体、メタクリル酸グ
リシジル共重合体、ポリシアノアクリレート、および以上のポリマーのうち１つ以上を備
える組合せを含む。アクリルポリマーは第４アンモニウム基の含有量が低いアクリル酸お
よびメタクリル酸エステルの完全に重合化された共重合体を備えることができる。
【０１１５】
　いくつかの実現例では、ポリマーはカチオン性ポリマーであり得る。一般的に、カチオ
ン性ポリマーは、核酸（たとえば、ＤＮＡまたはその誘導体）の負に帯電した鎖を縮合す
るおよび／または保護することができる。ポリ（リシン）（Zauner et al., 1998, Adv. 
Drug Del. Rev., 30:97；およびKabanov et al., 1995, Bioconjugate Chem., 6:7）、ポ
リ（エチレンイミン）（ＰＥＩ；Boussif et al., 1995, Proc. Natl. Acad. Sci., USA,
 1995, 92:7297）、およびポリ（アミドアミン）デンドリマー（Kukowska-Latallo et al
., 1996, Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 93:4897；Tang et al., 1996, Bioconjugate C
hem., 7:703；およびHaensler et al., 1993, Bioconjugate Chem., 4:372）などのアミ
ン含有ポリマーは生理学的ｐＨで正に帯電され、核酸とともにイオン対を形成し、さまざ
まな細胞系で形質転換を媒介する。実現例では、発明の合成ナノ担体はカチオン性ポリマ
ーを備えることができない（または除外することができる）。
【０１１６】
　いくつかの実現例では、ポリマーは、カチオン性側鎖をもつ分解可能ポリエステルであ
り得る（Putnam et al., 1999, Macromolecules, 32:3658；Barrera et al., 1993, J. A
m. Chem. Soc., 115:11010；Kwon et al., 1989, Macromolecules, 22:3250；Lim et al.
, 1999, J. Am. Chem. Soc., 121:5633；およびZhou et al., 1990, Macromolecules, 23
:3399）。これらのポリエステルの例は、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－Ｌ－リシン）（Barre
ra et al., 1993, J. Am. Chem. Soc., 115:11010）、ポリ（セリンエステル）（Zhou et
 al., 1990, Macromolecules, 23:3399）、ポリ（４－ヒドロキシ－Ｌ－プロリンエステ
ル）（Putnam et al., 1999, Macromolecules, 32:3658；およびLim et al., 1999, J. A
m. Chem. Soc., 121:5633）、およびポリ（４－ヒドロキシ－Ｌ－プロリンエステル）（P
utnam et al., 1999, Macromolecules, 32:3658；およびLim et al., 1999, J. Am. Chem
. Soc., 121:5633）を含む。
【０１１７】
　これらおよび他のポリマーの性質ならびにそれらを調製するための方法は当該技術分野
で周知である（たとえば、米国特許６，１２３，７２７；５，８０４，１７８；５，７７
０，４１７；５，７３６，３７２；５，７１６，４０４；６，０９５，１４８；５，８３
７，７５２；５，９０２，５９９；５，６９６，１７５；５，５１４，３７８；５，５１
２，６００；５，３９９，６６５；５，０１９，３７９；５，０１０，１６７；４，８０
６，６２１；４，６３８，０４５；および４，９４６，９２９；Wang et al., 2001, J. 
Am. Chem. Soc., 123:9480；Lim et al., 2001, J. Am. Chem. Soc., 123:2460；Langer,
 2000, Acc. Chem. Res., 33:94；Langer, 1999, J. Control. Release, 62:7；ならびに
Uhrich et al., 1999, Chem. Rev., 99:3181を参照）。より一般的には、ある好適なポリ
マーを合成するためのさまざまな方法がConcise Encyclopedia of Polymer Science and 
Polymeric Amines and Ammonium Salts, Ed. by Goethals, Pergamon Press, 1980；Prin
ciples of Polymerization by Odian, John Wiley & Sons, Fourth Edition, 2004；Cont
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emporary Polymer Chemistry by Allcock et al., Prentice-Hall, 1981；Deming et al.
, 1997, Nature, 390:386；ならびに米国特許６，５０６，５７７、６，６３２，９２２
、６，６８６，４４６、および６，８１８，７３２に記載されている。
【０１１８】
　いくつかの実現例では、ポリマーは線状または分岐ポリマーであり得る。いくつかの実
現例では、ポリマーはデンドリマーであり得る。いくつかの実現例では、ポリマーは実質
的に互いに架橋可能である。いくつかの実現例では、ポリマーは実質的に架橋がないもの
であり得る。いくつかの実現例では、ポリマーは、架橋工程を経ずに本発明に従って用い
ることができる。発明の合成ナノ担体は、ブロック共重合体、グラフト共重合体、以上お
よび他のポリマーのうち任意のものの配合物、混合物、および／またはアダクトを備える
ことができる。当業者は、本明細書中に列挙されるポリマーが本発明に従って使用可能な
ポリマーの例示的なしかし包括的でない一覧を表わすことを認めるであろう。
【０１１９】
　いくつかの実現例では、合成ナノ担体はポリマー成分を備えることができない。いくつ
かの実現例では、合成ナノ担体は、金属粒子、量子ドット、セラミック粒子などを備える
ことができる。いくつかの実現例では、非ポリマー合成ナノ担体は、金属原子（たとえば
金原子）の集合体などの非ポリマー成分の集合体である。
【０１２０】
　いくつかの実現例では、合成ナノ担体はオプションで１つ以上の両親媒性エンティティ
を備えることができる。いくつかの実現例では、両親媒性エンティティは、増大した安定
性、改良された均一性、または増大した粘度を有する合成ナノ担体の産生を促進すること
ができる。いくつかの実現例では、両親媒性エンティティは脂質膜（たとえば、脂質二重
層、脂質単分子層など）の内側面と会合可能である。本発明に従って合成ナノ担体を作る
ための使用に、当該技術分野で公知の多数の両親媒性エンティティが好適である。そのよ
うな両親媒性エンティティは、ホスホグリセリド類；ホスファチジルコリン；ジパルミト
イルホスファチジルコリン（ＤＰＰＣ）；ジオレイルホスファチジルエタノールアミン（
ＤＯＰＥ）；ジオレイルオキシプロピルトリエチルアンモニウム（ＤＯＴＭＡ）；ジオレ
オイルホスファチジルコリン；コレステロール；コレステロールエステル；ジアシルグリ
セロール；ジアシルグリセロールスクシネート；ジホスファチジルグリセロール（ＤＰＰ
Ｇ）；ヘキサンデカノール；ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）などの脂肪アルコール；
ポリオキシエチレン－９－ラウリルエーテル；パルミチン酸またはオレイン酸などの表面
活性脂肪酸；脂肪酸；脂肪酸モノグリセリド；脂肪酸ジグリセリド；脂肪酸アミド；ソル
ビタントリオレエート（Span（登録商標）８５）グリココール酸塩；モノラウリン酸ソル
ビタン（Span（登録商標）２０）；ポリソルベート２０（Tween（登録商標）２０）；ポ
リソルベート６０（Tween（登録商標）６０）；ポリソルベート６５（Tween（登録商標）
６５）；ポリソルベート８０（Tween（登録商標）８０）；ポリソルベート８５（Tween（
登録商標）８５）；モノステアリン酸ポリオキシエチレン；スルファクチン；ポロキソマ
ー；ソルビタントリオレエートなどのソルビタン脂肪酸エステル；レシチン；リゾレシチ
ン；ホスファチジルセリン；ホスファチジルイノシトール；スフィンゴミエリン；ホスフ
ァチジルエタノールアミン（ケファリン）；カルジオリピン；ホスファチジン酸；セレブ
ロシド；リン酸ジセチル；ジパルミトイルホスファチジルグリセロール；ステアリルアミ
ン；ドデシルアミン；ヘキサデシル－アミン；パルミチン酸アセチル；リシノール酸グリ
セロール；ステアリン酸ヘキサデシル；ミリスチン酸イソプロピル；チロキサポール；ポ
リ（エチレングリコール）５０００－ホスファチジルエタノールアミン；モノステアリン
酸ポリ（エチレングリコール）４００；リン脂質；高い界面活性剤性を有する合成および
／または天然洗剤；デオキシコール酸塩；シクロデキストリン；カオトロピック塩；イオ
ン対合剤；ならびにその組合せを含むがこれらに限定されない。両親媒性エンティティ成
分は異なる両親媒性エンティティの混合物であり得る。当業者は、これが表面活性を有す
る物質の例示的なしかし包括的でない一覧であることを認めるであろう。本発明に従って
用いるべき合成ナノ担体の産生において任意の両親媒性エンティティを用いることができ
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る。
【０１２１】
　いくつかの実現例では、合成ナノ担体はオプションで１つ以上の炭水化物を備えること
ができる。炭水化物は天然または合成であり得る。炭水化物は変性天然炭水化物であり得
る。ある実現例では、炭水化物は、グルコース、フルクトース、ガラクトース、リボース
、ラクトース、スクロース、マルトース、トレハロース、セロビオース（cellbiose）、
マンノース、キシロース、アラビノース、グルクロン酸（glucoronic acid）、ガラクツ
ロン酸（galactoronic acid）、マンヌロン酸、グルコサミン、ガラクトサミン（galatos
amine）、およびノイラミン酸（neuramic acid）を含むがこれらに限定されない単糖また
は二糖を備える。ある実現例では、炭水化物は、プルラン、セルロース、微結晶性セルロ
ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシセルロース（ＨＣ
）、メチルセルロース（ＭＣ）、デキストラン、シクロデキストラン（cyclodextran）、
グリコーゲン、ヒドロキシエチルデンプン、カラギーナン、グリコン、アミロース、キト
サン、Ｎ，Ｏ－カルボキシメチルキトサン、アルギンおよびアルギン酸、デンプン、キチ
ン、イヌリン、コンニャク、グルコマンナン（glucommannan）、プスツラン、ヘパリン、
ヒアルロン酸、カードラン、ならびにキサンタンを含むがこれらに限定されない多糖であ
る。実現例では、発明の合成ナノ担体は、多糖などの炭水化物を備えない（または特異的
に除外する）。ある実現例では、炭水化物は、マンニトール、ソルビトール、キシリトー
ル、エリスリトール、マルチトール、およびラクチトールを含むがこれらに限定されない
、糖アルコールなどの炭水化物誘導体を備えることができる。
【０１２２】
　実現例では、発明の組成物とともに用いるための担体を調製する場合、記載の核酸また
は発明の組成物の他の要素を担体に共有結合的に連結するための方法が有用であり得る。
実現例では、記載の核酸または発明の組成物の他の要素は非共有結合的に担体に連結可能
である。連結すべき要素が小分子を備える場合、合成ナノ担体の集合の前に要素をポリマ
ー担体に付着させることが有利であり得る。実現例では、これらの表面基の使用によりア
ジュバントを担体に連結するのに用いる表面基を有する担体、特に合成ナノ担体、を調製
することが（製造または他の理由のために）有利であり得る。
【０１２３】
　ある実現例では、非共有結合的連結は吸着を用いて達成可能である。ナノ粒子の表面へ
の核酸の吸着は塩形成によって達成可能である。この方法を用いる場合、ナノ粒子は、ナ
ノ粒子が電荷をナノ粒子に導入する材料を備えるように調製される。しばしば、帯電した
界面活性剤、たとえばナノ粒子調製の際に負に帯電した核酸を吸着するのに用いるカチオ
ン性界面活性剤、の使用は、表面電荷をナノ粒子に与えるには十分である。帯電したナノ
粒子を核酸の溶液と接触させることによって核酸が吸着する。この方法はO'Hagen et al.
の公開国際特許出願ＷＯ００／０６１２３の特許出願に記載されている。核酸の封入は、
核酸を水性バッファに溶解し、次にこの溶液を単一または二重乳剤プロセスで用いて自己
集合によりナノ粒子を形成することによって達成可能である。このプロセスは、Tse, et 
al International Journal of Pharmaceutics, 370 (1-2), 33 (2009)に記載される。付
加的な封入法を本明細書中のどこかに記載する。
【０１２４】
　共有結合的連結は多数の方法により達成可能である。これらの方法は、Hermansonによ
るBioconjugate Techniques, 2ndedition, Elsevier (2008)で詳細にカバーされている。
アミン官能基を担持するポリマーまたはナノ粒子に核酸を連結するのに特に適する１つの
方法は、１－（３－ジメチルアミノ）プロピル－３－エチルカルボジイミドメチオジド（
ＥＤＣ）とイミダゾールとを用いて核酸の５'リン酸塩を活性化させ、次に活性化された
核酸をアミン置換ポリマーまたはナノ粒子と反応させることである［Shabarova et al, F
EBS Letters, 154 288, (1983)］。表面アミン官能化ナノ粒子について、このプロセスを
以下に示す。
【０１２５】
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【化１】

【０１２６】
　ある実現例では、共有結合的連結は共有結合リンカーを介してなすことができる。実現
例では、共有結合リンカーは、アミドリンカー、ジスルフィドリンカー、チオエーテルリ
ンカー、ヒドラゾンリンカー、ヒドラジドリンカー、イミンまたはオキシムリンカー、尿
素またはチオ尿素リンカー、アミジンリンカー、アミンリンカー、およびスルホンアミド
リンカーを備えることができる。
【０１２７】
　アミドリンカーは、１つの要素上のアミンと、ナノ担体などの第２の要素のカルボン酸
基との間のアミド結合を介して形成される。リンカー中のアミド結合は、好適に保護され
たアミノ酸または抗原またはアジュバントおよびＮ－ヒドロキシスクシンイミド活性化エ
ステルなどの活性化されたカルボン酸との従来のアミド結合形成反応のいずれかを用いて
なすことができる。
【０１２８】
　ジスルフィドリンカーは、たとえば、Ｒ1－Ｓ－Ｓ－Ｒ2の形態の２つの硫黄原子の間の
ジスルフィド（Ｓ－Ｓ）結合の形成を介してなされる。ジスルフィド結合は、チオール／
メルカプタン基（－ＳＨ）を含有する抗原またはアジュバントと、活性化されたチオール
基を含有する要素を有するチオール／メルカプタン基を含有する要素上の別の活性化され
たチオール基とのチオール交換によって形成可能である。
【０１２９】
　トリアゾールリンカー、具体的には
【０１３０】

【化２】

【０１３１】
の形態の１，２，３－トリアゾール（式中Ｒ1およびＲ2は任意の化学的エンティティであ
り得る）は、第２の要素に付着される末端アルキンとの、第１の要素に付着するアジドの
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１，３－双極付加環化反応によってなされる。１，３－双極付加環化反応は、１，２，３
－トリアゾール機能により２つの要素をリンクする触媒を用いてまたは用いずに、好まし
くはＣｕ（Ｉ）触媒を用いて行なわれる。この化学現象はSharpless et al., Angew. Che
m. Int. Ed. 41(14), 2596, (2002)およびMeldal, et al, Chem. Rev., 2008, 108(8), 2
952-3015に詳細に記載され、しばしば「クリック反応」またはＣｕＡＡＣと称される。
【０１３２】
　チオエーテルリンカーは、たとえば、Ｒ1－Ｓ－Ｒ2の形態の硫黄－炭素（チオエーテル
）結合の形成によってなされる。チオエーテルは、第２の要素上のハロゲン化物またはエ
ポキシドなどのアルキル化基を有する要素などの、１つの成分上のチオール／メルカプタ
ン（－ＳＨ）基のいずれかのアルキル化によって作ることができる。チオエーテルリンカ
ーは、マイケルアクセプタとしてマレイミド基を含有するポリマーなどの第２の要素上の
電子不足アルケン基に対する、１つの要素上のチオール／メルカプタン基のマイケル付加
によっても形成することができる。別のやり方では、チオエーテルリンカーは、ポリマー
またはナノ担体などの第２の要素上のアルケン基との、１つの要素上のチオール／メルカ
プタン基のラジカルチオール－エン反応によって調製することができる。
【０１３３】
　ヒドラゾンリンカーは、第２の要素上のアルデヒド／ケトン基との、１つの要素上のヒ
ドラジド基の反応によって作られる。
【０１３４】
　ヒドラジドリンカーは、第２の要素上のカルボン酸基との、１つの要素上のヒドラジン
基の反応によって形成される。そのような反応は一般的に、カルボン酸が活性化試薬で活
性化されるアミノ結合の形成と同様の化学現象を用いて行なわれる。
【０１３５】
　イミンまたはオキシムリンカーは、第２の要素上のアルデヒドまたはケトン基との、１
つの要素上のアミンまたはＮ－アルコキシアミン（もしくはアミノオキシ）基の反応によ
って形成される。
【０１３６】
　尿素またはチオ尿素リンカーは、第２の要素上のイソシアネートまたはチオイソシアネ
ート基との、１つの要素上のアミン基の反応によって調製される。
【０１３７】
　アミジンリンカーは、第２の要素上のイミドエステル基との、１つの要素上のアミン基
の反応によって調製される。
【０１３８】
　アミンリンカーは、第２の要素上のハロゲン化物、エポキシド、またはスルホン酸エス
テル基などのアルキル化基との、１つの要素上のアミン基のアルキル化反応によって作ら
れる。これに代えて、アミンリンカーは、シアノ水素化ホウ素ナトリウムまたはナトリウ
ムトリアセトキシボロハイドライドなどの好適な還元試薬を用いた、第２の要素上のアル
デヒドまたはケトン基との、１つの要素上のアミン基の還元アミノ化によっても作ること
ができる。
【０１３９】
　スルホンアミドリンカーは、第２の要素上の（塩化スルホニルなどの）ハロゲン化スル
ホニル基との、１つの要素上のアミン基の反応によって作られる。
【０１４０】
　要素は非共有結合的連結法を介しても連結可能である。たとえば、負に帯電した抗原ま
たはアジュバントを静電吸着を通して正に帯電した担体に連結することができる。金属リ
ガンドを含有する抗原またはアジュバントを、金属－リガンド複合体を介して、金属錯体
を含有する担体に連結することもできる。
【０１４１】
　ある実現例では、記載の核酸、抗原、またはアジュバントなどの要素を、合成ナノ担体
の集合の前に、たとえばポリ乳酸－ブロック－ポリエチレングリコールなどのポリマーに



(28) JP 2016-189777 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

付着することができる、または合成ナノ担体をその表面上の反応基または活性可能基を用
いて形成することができる。後者の場合、抗原またはアジュバントは、合成ナノ担体の表
面によって提示される付着化学現象と適合する基を用いて調製可能である。他の実現例で
は、ペプチド抗原は、好適なリンカーを用いてＶＬＰまたはリポソームに付着可能である
。
【０１４２】
　リンカーは、２つの分子をともに連結することができる化合物または試薬である。一実
現例では、リンカーは、Hermanson 2008に記載のようなホモ二官能またはヘテロ二官能試
薬であり得る。たとえば、表面上にカルボキシル基を含有するＶＬＰまたはリポソーム合
成ナノ担体は、ＥＤＣの存在下でホモ二官能リンカーであるアジピン酸ジヒドラジド（Ａ
ＤＨ）で処理されてＡＤＨリンカーを有する対応の合成ナノ担体を形成することができる
。結果的に得られたＡＤＨリンク合成ナノ担体は次に、ＮＣ上のＡＤＨリンカーの他方端
を介して酸基を含有するペプチド抗原と共役されて、対応のＶＬＰまたはリポソームペプ
チド共役を産生する。
【０１４３】
　組成物を作りかつ用いる方法および関連の方法
　合成ナノ担体は、当該技術分野で公知の多種多様な方法を用いて調製することができる
。たとえば、合成ナノ担体は、ナノ沈殿、流体チャネルを用いる流れ集中、噴霧乾燥、単
一および二重乳剤溶媒蒸発、溶媒抽出、相分離、ミリング、マイクロエマルジョン手順、
微細マイクロ加工、ナノファブリケーション、犠牲層、単純および複合コアセルベーショ
ン、および当業者には周知の他の方法などの方法によって形成可能である。これに代えて
または加えて、単分散半導体、導電、磁性、有機、および他のナノ材料のための水性およ
び有機溶媒合成が記載されている（Pellegrino et al., 2005, Small, 1:48；Murray et 
al., 2000, Ann. Rev. Mat. Sci., 30:545；およびTrindade et al., 2001, Chem. Mat.,
 13:3843）。付加的な方法が文献に記載されている（たとえば、Doubrow, Ed., "Microca
psules and Nanoparticles in Medicine and Pharmacy," CRC Press, Boca Raton, 1992
；Mathiowitz et al., 1987, J. Control. Release, 5:13；Mathiowitz et al., 1987, R
eactive Polymers, 6:275；およびMathiowitz et al., 1988, J. Appl. Polymer Sci., 3
5:755を、ならびに米国特許５，５７８，３２５および６，００７，８４５も参照）。
【０１４４】
　さまざまな材料は、C. Astete et al., "Synthesis and characterization of PLGA na
noparticles" J. Biomater. Sci. Polymer Edn, Vol. 17, No. 3, pp. 247-289 (2006)；
K. Avgoustakis "Pegylated Poly(Lactide) and Poly(Lactide-Co-Glycolide) Nanoparti
cles: Preparation, Properties and Possible Applications in Drug Delivery" Curren
t Drug Delivery 1:321-333 (2004)；C. Reis et al., "Nanoencapsulation I. Methods 
for preparation of drug-loaded polymeric nanoparticles" Nanomedicine 2:8-21 (200
6)を含むがこれらに限定されないさまざまな方法を用いて所望のように合成ナノ担体中に
封入可能である。２００３年１０月１４日にUngerに対して発行された米国特許６，６３
２，６７１；H. Martimprey et al., "Polymer nanocarriers for the delivery of smal
l fragments of nucleic acids: Oligonucleotides and siRNA" European Journal of Ph
armaceutics and Biopharmaceutics 71:490-504 (2009)；または、P. Malyala, et al., 
"Enhancing the therapeutic efficacy of CpG oligonucleotides using biodegradable 
microparticles" Advanced Drug Delivery Reviews 61: 218-225 (2009)に開示される方
法を限定されることなく含む、核酸などの材料を合成ナノ担体に封入するのに好適な他の
方法を用いることができる。
【０１４５】
　ある実現例では、合成ナノ担体は、ナノ沈殿プロセスまたは噴霧乾燥によって調製され
る。合成ナノ担体を調製する際に用いる条件は、所望のサイズまたは性質（たとえば、疎
水性、親水性、外的形態、「粘着性」、形状など）の粒子を産するように変更可能である
。合成ナノ担体を調製する方法および用いる条件（たとえば、溶媒、温度、濃度、空気流
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量など）は、合成ナノ担体に連結すべき材料および／またはポリマーマトリックスの組成
に依存し得る。
【０１４６】
　以上の方法のうちいずれかによって調製する粒子が所望の範囲外のサイズ範囲を有する
場合、たとえばふるいを用いて粒子をサイズ決めすることができる。
【０１４７】
　（免疫特徴表面を含む部分、標的部分、ポリマーマトリックス、抗原などの）発明の組
成物の要素は、たとえば１つ以上の共有結合によって担体全体に連結可能であるか、また
は１つ以上のリンカーを用いて連結可能である。合成ナノ担体を官能化する方法は、Salt
zman et al.に対する公開米国特許出願２００６／０００２８５２、DeSimone et al.に対
する公開米国特許出願２００９／００２８９１０、またはMurthy et al.に対する公開国
際特許出願ＷＯ２００８／１２７５３２Ａ１から適合することができる。
【０１４８】
　これに代えてまたは加えて、担体は、記載の核酸、免疫特徴表面、標的部分、アジュバ
ント、さまざまな抗原、および／または非共有結合的相互作用を直接もしくは間接に介し
て他の要素に連結可能である。非共有結合的実現例では、非共有結合的連結は、電荷相互
作用、親和性相互作用、金属配位、物理的吸着、ホスト－ゲスト相互作用、疎水性相互作
用、ＴＴ積層相互作用、水素結合相互作用、ファンデルワールス相互作用、磁気相互作用
、静電相互作用、双極子相互作用、および／またはその組合せを含むがそれらに限定され
ない非共有結合的相互作用によって媒介される。そのような連結は、発明の合成ナノ担体
の外面または内面などの担体の一部の上に存在するように配置可能である。ある実現例で
は、封入および／または吸収は連結の一形態である。
【０１４９】
　さまざまな実現例では、本明細書中に記載の発明の組成物は、同じビヒクルまたは送達
系中で混ぜることにより、発明の免疫刺激単離核酸に加えて、あるアジュバントを備える
ことができる。そのようなアジュバントは、ミョウバン、大腸菌、サルモネラミネソタ、
ネズミチフス菌、もしくはフレクスナー赤痢菌などの腸内細菌のモノホスホリル脂質（Ｍ
ＰＬ）Ａ、もしくは特異的にはＭＰＬ（登録商標）（ＡＳ０４）、以上言及した細菌のＭ
ＰＬ　Ａと別個に、組合されるミョウバンなどの無機塩、ＱＳ－２１、Ｑｕｉｌ－Ａ、Ｉ
ＳＣＯＭ、ＩＳＣＯＭＡＴＲＩＸ（登録商標）などのサポニン、ＭＦ５９（登録商標）、
Montanide（登録商標）ＩＳＡ５１およびＩＳＡ７２０、ＡＳ０２（ＱＳ２１＋スクアレ
ン＋ＭＰＬ（登録商標））などの乳剤、ＡＳ０１などのリポソームおよびリポソーム調剤
、淋病、トラコーマクラミジアおよびその他の細菌誘導性外膜小胞（ＯＭＶ）などの合成
されたもしくは特異的に調製された微粒子および微小担体、またはキトサン粒子、Pluron
ic（登録商標）ブロック共重合体などのデポ形成剤、ムラミールジペプチドなどの特異的
に修飾されたもしくは調製されたペプチド、ＲＣ５２９などのアミノアルキルグルコサミ
ニド４－ホスフェート、または細菌トキソイドもしくは毒素フラグメントなどのタンパク
質を含むことができるが、これらに限定されるものではない。従来の用量決定試験を用い
てそのような他のアジュバントの用量を決めることができる。
【０１５０】
　いくつかの実現例では、本明細書中に記載の発明の組成物を抗原と組合せることができ
る。そのような抗原は、異なる時点でおよび／もしくは異なる体の場所でおよび／もしく
は異なる免疫化経路によって別個に投与される（別の送達ビヒクルを利用してもしくは利
用せずに、アジュバントを有するもしくは有しない）、または異なる時点でおよび／もし
くは異なる体の場所でおよび／もしくは異なる免疫化経路によって別個に投与される別の
抗原および／もしくはアジュバント担持組成物を有するナノ担体に結合されるものとは異
なり得る、またはこれと同様であり得る、またはこれと同一であり得る。
【０１５１】
　発明の組成物は、有用な剤形に到達するために従来の医薬製造および配合技術を用いて
作ることができる。本発明を実践する際に用いるのに好適な技術は、Handbook of Indust
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rial Mixing Science and Practice, Edited by Edward L. Paul, Victor A. Atiemo-Obe
ng, and Suzanne M. Kresta, 2004 John Wiley & Sons, Inc.；およびPharmaceutics: Th
e Science of Dosage Form Design, 2nd Ed. Edited by M. E. Auten, 2001, Churchill 
Livingstoneに見出すことができる。いくつかの実現例では、発明の組成物は、保存剤と
ともに注入するために無菌塩水溶液中で調剤される。
【０１５２】
　発明の組成物を任意の好適な態様で作ることができ、発明は本明細書中に記載の方法を
用いて産生することができる組成物に如何なる態様でも限定されるものではないことを理
解すべきである。適切な方法の選択は、利用されている特定の材料および物質の性質への
留意を要件とし得る。
【０１５３】
　いくつかの実現例では、発明の組成物は、無菌条件下で製造される、または最終段階で
滅菌される。このことは、結果的に得られる組成物が無菌でありかつ非感染性であり、こ
うして非滅菌組成物と比較した場合の安全性を確実に向上させることができる。これは、
特に発明の組成物を受ける被験体が免疫不全を有している、感染症に罹患している、およ
び／または感染を受けやすい場合に有益な安全対策を提供する。いくつかの実現例では、
活性を失うことのない長期にわたる調剤方針に依存して、発明の組成物を凍結乾燥して、
懸濁液中でまたは凍結乾燥粉末として保存することができる。
【０１５４】
　本明細書中に記載の発明の組成物は、皮下、筋肉内、皮内、経口、鼻腔内、経粘膜、舌
下、直腸、眼球、経皮、皮膚を通してを含むがこれらに限定されないさまざまな投与経路
によって、またはこれらの経路の組合せによって、投与可能である。
【０１５５】
　発明の剤形中に存在する記載の核酸の量は、記載の核酸の性質、達成すべき療法的有効
性、および他のそのようなパラメータに応じて異なることができる。いくつかの実現例で
は、用量決定試験は、記載の核酸の最適な療法的量および発明の組成物中に存在可能なさ
まざまな抗原の量を確立するように行なうことができる。さまざまな実現例では、記載の
核酸は、被験体に投与された際に記載の核酸に対する免疫応答を生成するのに有効な量だ
け組成物中に存在する。被験体における従来の用量決定試験および技術を用いて、免疫応
答を生成するのに有効な記載の核酸の量を決めることが可能であり得る。さまざまな頻度
で発明の組成物を投与可能である。好ましい実現例では、薬理学的に関連の応答を生成す
るのに、発明の組成物の少なくとも１回の投与で十分である。より好ましい実現例では、
薬理学的に関連の応答を確実にするのに、発明の組成物の少なくとも２回の投与、少なく
とも３回の投与、または少なくとも４回の投与を利用する。
【０１５６】
　本明細書中に記載の組成物および方法は、免疫応答を誘発する、向上させる、調節する
、方向付ける、または再方向付けするのに用いることができる。本明細書中に記載の組成
物および方法は、癌、感染症、代謝性疾患、変性疾患、自己免疫疾患、炎症性疾患、免疫
疾患、または他の不調および／もしくは症状などの症状の診断、予防、および／または治
療で用いることができる。本明細書中に記載の組成物および方法は、ニコチンまたは麻薬
中毒などの中毒の予防または治療にも用いることができる。本明細書中に記載の組成物お
よび方法は、毒素、危険物質、環境毒素、または他の有害物に晒されることから生じる症
状の予防および／または治療にも用いることができる。
【０１５７】
　実施例
【実施例１】
【０１５８】
　実施例１：核酸
　３種類のＣｐＧ核酸分子（Ａ、Ｂ、およびＣ型）が存在する。Ａ型ＣｐＧ核酸はＩＦＮ
－αの強力な誘導物質である。Ｂ型ＣｐＧ核酸はＢ細胞の強力な活性化物質であり、ＩＬ
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－６の発現を誘発するが、ＩＦＮ－αの誘導物質としては劣っている。Ｃ型ＣｐＧ核酸分
子はＡ型およびＢ型ＣｐＧ核酸の両方の特性を有する。Ｃ型ＣｐＧ核酸はＩＬ－６の発現
を誘発し、ＩＦＮ－αの発現を誘発する。ＩＦＮ－αはＡＰＣを活性化し、Ｂ細胞活性化
および分化を盛んにする。Ｃ型ＣｐＧ核酸はＢ細胞および血漿細胞の発達を向上させる形
質細胞様樹枝状細胞も刺激する。したがって、Ｃ型ＣｐＧ核酸分子の特性は潜在的にそれ
らをＡ型およびＢ型よりも優れたアジュバントにする。
【０１５９】
　ヌクレオチド配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：１］
を有し、かつホスホロチオアート化バックボーンを有する免疫刺激核酸であるＳｅｌｅｃ
ｔａ－７は、Ｃ型ＣｐＧ核酸分子の特性を有するように設計され、標準的なオリゴ－合成
技術を用いて合成された（Beaucage, S.; Iyer, R. (1992). Tetrahedron 48: 2223. doi
:10.1016/S0040-4020(01)88752-4；Brown, D. M. A brief history of oligonucleotide 
synthesis. Methods in Molecular Biology (Totowa, N.J., United States) (1993), 20
 (Protocols for Oligonucleotides and Analogs), 1-17；Reese, Colin B. (2005). "Ol
igo- and poly-nucleotides: 50 years of chemical synthesis". Organic & Biomolecul
ar Chemistry 3: 3851. doi:10.1039/b510458k；Iyer, R. P.; Beaucage, S. L. 7.05. O
ligonucleotide synthesis. In: Comprehensive Natural Products Chemistry, Vol. 7: 
DNA and Aspects of Molecular Biology. Kool, Eric T.; Editor. Neth. (1999), 733 p
p. Publisher: (Elsevier, Amsterdam, Neth.), 105-152）。
【０１６０】
　ＥＬＩＳＡにより、ＩＦＮ－α、ＩＰ－１０、およびＩＬ－６の発現を誘発する能力に
ついて、Ｓｅｌｅｃｔａ－７を、以前から公知のホスホロチオアート化７９０９（Ｂ型－
たとえば、Cooper et al. (2004) J Clinical Immunology 24(6): 693-701を参照）およ
び２３９５（Ｃ型－以上の説明を参照）と比較した（図１Ａ－図１Ｄ）。ヒト末梢血単核
細胞をＣｐＧの存在下または不在下で単離し、培養した。２４時間後、上澄みを集めてＥ
ＬＩＳＡで評価した。試験したすべてのＣｐＧはＩＬ－６の発現をアップレギュレートす
ることができた（図１Ｂ、図１Ｄ）。しかしながら、Ｂ型ＣｐＧ７９０９は、ＩＦＮ－α
（図１Ａ）またはＩＰ－１０（図１Ｃ）の発現を増大させなかった一方で、Ｓｅｌｅｃｔ
ａ－７および２３９５の両者ともこれを増大させた（図１Ａ、図１Ｃ）。全体的に、デー
タはＳｅｌｅｃｔａ－７が新規のＣ型ＣｐＧであることを示唆する。
【０１６１】
　ＣｐＧ核酸分子はＴＬＲ９を通して細胞を刺激する一方で、小分子アゴニストＲ８４８
はＴＬＲ７および８を通してシグナリングを行なう。ＴＬＲ７および９は形質細胞様樹枝
状細胞上に発現される一方で、ＴＬＲ８は骨髄樹枝状細胞上に発現されるため、Ｒ８４８
（レシキモド）とＳｅｌｅｃｔａ－７との間の応答は異なるはずである。これを試験する
ため、ヒト末梢血単核細胞を単離し、Ｒ８４８またはＳｅｌｅｃｔａ－７の存在下または
不在下で培養した。２４時間後、上澄みを集め、サイトカインおよびケモカイン多重分析
によって評価した。検体は、サイトカイン：ＩＬ－６、ＴＮＦ－α、ＩＬ－１β、ＩＬ－
１０、ＩＬ－２、ＩＬ－１３、ＩＦＮ－γ、ＩＬ－１２ｐ４０、ＩＬ２３、ＩＬ－５、Ｉ
Ｐ－１０、ＲＡＮＫＬ、ＩＬ－４、ならびにケモカイン：ＭＤＣ、ＲＡＮＴＥＳ、ＩＰ－
１０、およびＭｉｐ－１αであった。データは、Ｒ８４８とＳｅｌｅｃｔａ－７との間の
異なる応答を示す。Ｒ８４８は、ＩＬ－６、ＭＩＰ－１α、ＲＡＮＴＥＳ、ＩＦＮ－γ、
ＩＬ－１β、ＩＬ－１２ｐ４０、ＴＮＦ－α、およびＩＬ２３などの炎症性サイトカイン
の強力な誘導物質である一方で、Ｓｅｌｅｃｔａ－７は、ＩＦＮ－α、ＩＰ－１０、およ
びＩＬ－５（図２）の強力な誘導物質であった。データは、Ｒ８４８およびＳｅｌｅｃｔ
ａ－７が、刺激されたＰＢＭＣからの異なるサイトカインプロファイルを有する実質的に
異なる細胞応答を有すると示す。
【実施例２】



(32) JP 2016-189777 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

【０１６２】
　実施例２：連結された核酸を有する合成ナノ担体
　記載のＳｅｌｅｃｔａ－７免疫刺激単離核酸を備える合成ナノ担体を備える発明の組成
物を以下のように調製する。
【０１６３】
　ナトリウム対イオンを有するデオキシリボヌクレオチド配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：１］
を有する新規の免疫刺激単離一本鎖核酸であるＳｅｌｅｃｔａ－７をOligo Factory（ホ
リストン、ＭＡ）から購入する。
【０１６４】
　７６％ラクチドおよび２４％グリコリド含有量と、固有粘度０．４９ｄＬ／ｇとを有す
るＰＬＧＡをSurModics Pharmaceuticals（バーミンガム、ＡＬ；製品コード７５２５　
ＤＬＧ５Ａ）から購入する。約５，０００ＤａのＰＥＧブロックおよび約２０，０００Ｄ
ａのＰＬＡブロックを有するＰＬＡ－ＰＥＧブロック共重合体を、Selecta Biosciences
（ウォータータウン、ＭＡ）から入手する。ポリビニルアルコール（Ｍｗ＝１１，０００
－３１，０００、８７－８９％加水分解済）を、J. T. Baker（品番Ｕ２３２－０８）か
ら購入する。
【０１６５】
　溶液を以下のように調製する。
　溶液１：１００ｍｇ／ｍＬの［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１］の免疫刺激単離核酸を精製水
中で調製する。
【０１６６】
　溶液２：ジクロロメタン中、０．４９－ＩＶ７５２５ＰＬＧＡ＠７５ｍｇ／ｍＬおよび
ＰＬＡ－ＰＥＧ＠２５ｍｇ／ｍｌ。純粋ジクロロメタン中の０．４９－ＩＶ７５２５ＰＬ
ＧＡ＠１００ｍｇ／ｍＬおよび純粋ジクロロメタン中のＰＬＡ－ＰＥＧ＠１００ｍｇ／ｍ
Ｌという２つの別個の溶液をまず室温で調製することによって溶液を作る。ＰＬＡ－ＰＥ
Ｇ溶液の各部毎に３部のＰＬＧＡ溶液を加えることによって最終溶液を調製する。
【０１６７】
　溶液３：１００ｍＭ　ｐＨ８のリン酸緩衝液中のポリビニルアルコール＠５０ｍｇ／ｍ
Ｌ。
【０１６８】
　溶液４：７０ｍＭのリン酸緩衝液、ｐＨ８
　溶液１および溶液２を用いて、一次（Ｗ１／Ｏ）乳剤をまず作製する。溶液１（０．１
ｍＬ）および溶液２（１．０ｍＬ）を小さなガラス圧力管中で組合せ、Branson Digital 
Sonifier２５０を用いて４０秒間、振幅５０％で音波処理する。
【０１６９】
　次に、一次乳剤に溶液３（３．０ｍＬ）を加え、Branson Digital Sonifier２５０を用
いて６０秒間、振幅３０％で音波処理することによって、二次（Ｗ１／Ｏ／Ｗ２）乳剤を
形成する。
【０１７０】
　第２の乳剤を７０ｍＭのリン酸緩衝溶液（３０ｍＬ）を含有するビーカーに加え、室温
で２時間撹拌して、ジクロロメタンが蒸発し、ナノ担体が懸濁液中で形成されるようにす
る。ナノ担体懸濁液を遠心分離管に移し、２１，０００ｒｃｆで４５分間スピン回転し、
上澄みを除去し、リン酸緩衝塩水中でペレットを再懸濁することによって、懸濁されたナ
ノ担体の一部を洗浄する。この洗浄手順を繰返し、次にペレットをリン酸緩衝塩水中で再
懸濁して、ポリマーベースで１０ｍｇ／ｍＬの公称濃度を有する最終ナノ担体懸濁液を達
成する。
【０１７１】
　ナノ担体中のオリゴヌクレオチドの量をＲＰ－ＨＰＬＣ分析で定める。重量測定法によ
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って懸濁液のｍＬ当たりの合計乾燥ナノ担体質量を定める。付加的なリン酸緩衝塩水を用
いて５ｍｇ／ｍＬに希釈することによって最終ナノ担体濃度を達成する。
【実施例３】
【０１７２】
　実施例３：共有結合的に連結された核酸を有するタンパク質担体
　固体相合成によってＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のホスホロチオアート化スルフヒドリル修
飾核酸を調製する。室温で２．５時間、ｐＨ７．０の５ｍＭのＥＤＴＡ－ＰＢＳ緩衝液中
で、ｍ－マレイミドベンゾイル－Ｎ－ヒドロキシ－スルホ－スクシンイミドエステル（ス
ルホ－ＭＢＳ、Pierce）の２０倍モル過剰で、オバルブミン（ＯＶＡ、ニワトリの卵のア
ルブミン、Sigma（セントルイス、ＭＯ）からのグレードＶＩ）を活性化する。ＯＶＡ上
のＬ－リシン残基のアミノ基をマレイミド基で修飾する。Bio-Econo Ｐ６ゲルカラム（Bi
o-Rad、ミュンヘン、ドイツ）上でクロマトグラフィで未結合スルホ－ＭＢＳを除去する
。次に、５０ｍＭの１，４－ジチオトレイトール－ＰＢＳ溶液中でＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：
１のスルフヒドリル修飾核酸を室温で２時間還元し、Bio-Econo Ｐ６ゲルカラム上のクロ
マトグラフィで残余の試薬を除去する。
【０１７３】
　次に、モル比５：１で、修飾されたＯＶＡとともに、結果的に得られる核酸を室温で３
時間インキュベートし、次にＬ－システインを加えて反応性マレイミド基をクエンチする
。ＰＢＳに対する透析によって（ＭＷＣＯ１００００、Pierce）遊離核酸を除去する。Ｐ
Ｄ－１０脱塩カラム上でのクロマトグラフィによって透析産物を脱塩し、その後凍結乾燥
する。結果的に得られる核酸－Ｏｖａ共役を、６－２０％勾配ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（銀染色
）および４－１５％勾配非変性非還元ＰＡＧＥ（臭化エチジウム）上で分析する。ローリ
ー法（Pierce）を用いてタンパク質濃度を定める。
【実施例４】
【０１７４】
　実施例４：核酸
　従来の固体状態合成技術を用いて、以下の配列を含む付加的な免疫刺激単離核酸を合成
する。配列のバックボーンはホスホジエステルバックボーンである。
【０１７５】
　５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＡＡＣＧＴＴ－３’　［Ｓ
ＥＱ ＩＤ ＮＯ：２］
　５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＡＡＣＧＴＴＡＡＣＧＴＴ
－３’　［ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：３］
　５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴ
ＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’　［ＳＥＱ ＩＤ ＮＯ：４］
　５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＴＴＣＧＡＡ－３’　［Ｓ
ＥＱ ＩＤ ＮＯ：５］
　５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＧＡＣＧＴＣ－３’　［Ｓ
ＥＱ ＩＤ ＮＯ：６］
　５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＡＴＣＧＡＴ－３’　［Ｓ
ＥＱ ＩＤ ＮＯ：７］
　以上の配列も、ＤＮＡを安定化させるためにホスホロチオアート化バックボーンを用い
て合成する。以上の配列のうちいずれも、発明の組成物を形成するために、好適な賦形剤
と組合される。
【実施例５】
【０１７６】
　実施例５：核酸を有するナノ担体の調製
　開示する免疫刺激単離核酸を備える合成ナノ担体を備える組成物を以下のように調製し
た。
【０１７７】
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　デオキシリボヌクレオチド配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
：１］
を有する新規の免疫刺激単離一本鎖核酸であるＳｅｌｅｃｔａ－７をOligo Factory（ホ
リストン、ＭＡ）から購入した。
【０１７８】
　溶液を以下のように調製した。
　溶液１：１５０ｍＭのＫＣｌ中４０ｍｇ／ｍＬでのＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の免疫刺激
単離核酸。
【０１７９】
　溶液２：ジクロロメタン中の、０．５０ｍＬの７５２５ＰＬＧＡ（Lakeshore Biomater
ials）＠１００ｍｇ／ｍＬ、０．２５ｍＬの５０５０ＰＬＧＡ（Lakeshore Biomaterials
）＠１００ｍｇ／ｍＬ、および０．２５ｍＬのＰＬＡ－ＰＥＧ－ニコチン（Selecta Bios
ciences）＠１００ｍｇ／ｍｌ。
【０１８０】
　溶液３：１００ｍＭのｐＨ８のリン酸緩衝液中のポリビニルアルコール（Lakeshore Bi
omaterials）＠５％。
【０１８１】
　溶液４：７０ｍＭのリン酸緩衝液、ｐＨ８
　溶液１および溶液２を用いて、一次（Ｗ１／Ｏ）乳剤をまず作った。溶液１（０．２５
ｍＬ）および溶液２（１．０ｍＬ）を小さなガラス圧力管中で組合せ、Branson Digital 
Sonifier２５０を用いて４０秒間、振幅５０％で音波処理した。
【０１８２】
　次に、一次乳剤に溶液３（３．０ｍＬ）を加え、Branson Digital Sonifier２５０を用
いて６０秒間、振幅３０％で音波処理することによって、二次（Ｗ１／Ｏ／Ｗ２）乳剤を
形成した。
【０１８３】
　７０ｍＭのリン酸緩衝溶液（３０ｍＬ）を含有するビーカーに第２の乳剤を加え、室温
で２時間撹拌して、ジクロロメタンが蒸発し、ナノ担体が懸濁液中で形成されるようにし
た。ナノ担体の懸濁液を遠心分離管に移し、２１，０００ｒｃｆで４５分間スピン回転し
、上澄みを除去し、かつリン酸緩衝塩水中でペレットを再懸濁することによって、懸濁さ
れたナノ担体の一部を洗浄した。この洗浄手順を繰返し、次にペレットをリン酸緩衝塩水
中で再懸濁して、ポリマーベースで８．１ｍｇ／ｍＬの公称濃度を有する最終ナノ担体懸
濁液を達成した。
【０１８４】
　核酸含有ナノ粒子を、以下のように調製したヘルパーＴ細胞ペプチド（ＴＣＨＰ；ＵＳ
２０１１／０１１０９６５のＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３）を含有するナノ粒子と配合した
。
【０１８５】
　溶液を以下のように調製した。
　溶液１：６０％ｖ／ｖ乳酸中で３０ｍｇ／ｍＬのＴＣＨＰ（Bachem）を調製した。
【０１８６】
　溶液２：ジクロロメタン中の、０．７５ｍＬのＰＬＡ（Lakeshore Biomaterials）＠１
００ｍｇ／ｍＬおよび０．２５ｍＬのＰＬＡ－ＰＥＧ－ニコチン（Selecta Biosciences
）＠１００ｍｇ／ｍｌ。
【０１８７】
　溶液３：１００ｍＭのｐＨ８のリン酸緩衝液中のポリビニルアルコール（JT Baker）＠
５％。
【０１８８】
　溶液４：７０ｍＭのリン酸緩衝液、ｐＨ８
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　溶液１および溶液２を用いて、一次（Ｗ１／Ｏ）乳剤をまず作った。溶液１（０．２５
ｍＬ）および溶液２（１．０ｍＬ）を小さなガラス圧力管中で組合せ、Branson Digital 
Sonifier２５０を用いて４０秒間、振幅５０％で音波処理した。
【０１８９】
　次に、一次乳剤に溶液３（３．０ｍＬ）を加え、Branson Digital Sonifier２５０を用
いて６０秒間、振幅３０％で音波処理することによって、二次（Ｗ１／Ｏ／Ｗ２）乳液を
形成した。
【０１９０】
　第２の乳剤を７０ｍＭのリン酸緩衝溶液（３０ｍＬ）を含有するビーカーに加え、室温
で２時間撹拌して、ジクロロメタンが蒸発し、ナノ担体が懸濁液中で形成されるようにし
た。ナノ担体懸濁液を遠心分離管に移し、２１，０００ｒｃｆで４５分間スピン回転し、
上澄みを除去し、リン酸緩衝塩水中でペレットを再懸濁することによって、懸濁したナノ
担体の一部を洗浄した。この洗浄手順を繰返し、次に、ペレットをリン酸緩衝塩水中に再
懸濁して、ポリマーベースで８．１ｍｇ／ｍＬの公称濃度を有する最終ナノ担体懸濁液を
達成した。
【０１９１】
　８．１ｍｇ／ｍＬの２つのナノ粒子懸濁液を各々１：１で配合して合成ナノ担体混合物
（ＮＰ－７）を形成して、さらに研究した。
【実施例６】
【０１９２】
　実施例６．核酸はインビボでの抗体応答を増強する
　実施例５で調製するような合成ナノ担体混合物ＮＰ－７である、閉じ込められたＳｅｌ
ｅｃｔａ－７（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）とのニコチンＮＰの混合物での免疫化を、アジ
ュバント
【０１９３】
【数２】

【０１９４】
を含有しない同様のニコチンＮＰ混合物による免疫化と比較した。０日目、１４日目、お
よび２８日目に、１００μｇのＮＰ－７または対照ＮＰ
【０１９５】
【数３】

【０１９６】
でマウスを皮下免疫化した。各々の免疫用量毎に、ＮＰ－７は７．４μｇのＳｅｌｅｃｔ
ａ－７を含有した。２６日目に血清抗ニコチン抗体タイターをＥＬＩＳＡで測定した（図
３）。閉じ込められたＳｅｌｅｃｔａ－７とともにニコチンＮＰを加えると、２５倍（by
 a factor of 25）ニコチンに対する抗体応答が増強した。このように、開示する核酸は
インビボで活性であり、Ｓｅｌｅｃｔａ－７を含むＮＰ－７はマウスにおいてニコチンに
対する強力な抗体応答を誘発した。
【実施例７】
【０１９７】
　実施例７．核酸を含有するナノ粒子は非ヒト霊長類において抗体応答を誘発する
　実施例５で調製するような閉じ込められたＳｅｌｅｃｔａ－７（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：
１、ＮＰ－７）とのニコチンＮＰの混合物を非ヒト霊長類に投与して抗体応答の誘発を研
究した。動物は、ＮＰ－７の注射の間に４週間の間隔を空けて、合計３回のワクチン接種
を受けた（以下の詳細なスケジュールを参照）。各々の手順の時点で、筋肉内投与する１
０ｍｇ／ｋｇのケタミン－ＨＣｌで動物を鎮静させた。皮下経路を介して１ｍｌの試験物



(36) JP 2016-189777 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

質を投与した。簡単に述べると、四頭筋上の皮膚を剃り、アルコールで拭き、乾燥させた
。次に免疫化材料を２３ゲージの１インチ針を介して投与した。動物をモニタし、目覚め
ると自身のケージに戻した。各手順毎に鎮静化させた際に動物を計量した。以下のスケジ
ュールに従って、血液サンプルおよび５ｍｌの血清（抗体分析に用いた）をほぼ隔週の間
隔で集めた。
【０１９８】
　採血前：－１４日目
　１回目のワクチン接種：０日目
　静脈切開：１４日目
　２回目のワクチン接種：２８日目
　静脈切開：４２日目
　３回目のワクチン接種：５６日目
　静脈切開：７０日目
　静脈切開　８４日目
　血清サンプルを分注し、－２０℃で保存し、ＥＬＩＳＡにより抗ニコチンおよび抗担体
抗体についてアッセイした。抗ニコチン抗体の測定のため、９６ウェルＥＬＩＳＡプレー
トをポリリシン－ニコチンで被覆し、４℃で１晩インキュベートした。抗担体抗体の測定
のため、９６ウェルＥＬＩＳＡプレートをポリリシン－ＰＥＧ希釈１：１００またはベー
スナノ粒子希釈１：１０００のいずれかで被覆し（ベースナノ粒子がニコチンを含有する
ことを除き、注射に用いたのと同じ調剤）、４℃で１晩インキュベートした。プレートを
洗浄し、ＰＢＳ中１０％のＦＢＳで室温で２時間ブロックした。プレートを洗浄し、血清
サンプルをＥＬＩＳＡプレートのいちばん上の列に加え、ＰＢＳ中１０％のＦＢＳ中で３
倍の段階でプレート下方へ希釈していった。ポリリシン－ニコチン被覆プレート用の各プ
レート上の２つのカラムでモノクローナルマウス抗ニコチン抗体を標準陽性対照として用
いた。ポリリシン－ＰＥＧおよびベースナノ粒子被覆プレートについては、モノクローナ
ルウサギ抗ＰＥＧ抗体を陽性対照として用いた。陰性対照については、免疫化していない
動物からのアイソタイプ対照抗体または血清を用いた。血清サンプルを加えた後、プレー
トを室温で２時間インキュベートした。プレートを洗浄し、ビオチン化抗サルＩｇＧをプ
レートに加えた。ビオチン化マウス抗体標準については、ヤギ抗マウスＩｇ（合計）をプ
レートに加えた。プレートを室温で１時間インキュベートし、洗浄し、ストレプトアビジ
ン－ホースラディッシュベルオキシダーゼ（ＳＡ－ＨＲＰ）をプレートに加えた。室温で
の３０分のインキュベーションの後、プレートを洗浄し、ＴＭＢ基質を加えた。プレート
を暗所で室温で１５分間インキュベートし、停止溶液（２ＮＨ２ＳＯ４）をプレートに加
え、４５０および５７０ｎｍでのＯＤ読取をプレートリーダを用いて取った。生成された
４パラメータロジスティック曲線当てはめグラフに基づく抗ニコチン抗体の半値有効濃度
（ＥＣ５０）を各サンプル毎に算出した。
【０１９９】
　ニコチンに対する血清抗体の親和性を３Ｈ標識付けニコチンを用いた平衡透析法によっ
て測定した。Ｋｄ（抗体親和性）およびＢｍａｘ（抗体濃度）は、遊離対結合リガンド飽
和曲線に基づいて判断した。サルにおける親和性測定は２回目のブーストの１４日後の７
０日目に行なった。
【０２００】
　ＮＰ－７（０．９－８．１ｍｇ）は、用量に依存した態様で、ニコチンに対する抗体を
誘発した。最後のブースト後少なくとも２ヶ月間、３回の最も高用量のＮＰ－７で免疫化
した動物においてかなりのタイター（５０，０００－１５０，０００）が持続した。ＮＰ
－７抗体応答は、実験の持続時間を通して用量依存であった（図４）。データは、アジュ
バントとしてＳｅｌｅｃｔａ－７を含有するＮＰ－７が非ヒト霊長類において強い用量依
存抗体応答を誘発できたことを示す。
【０２０１】
　他の実現例
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　発明の多数の実現例を説明した。それにも拘らず、発明の精神および範囲から逸脱する
ことなくさまざまな修正をなすことができることが理解されるであろう。応じて、他の実
現例が以下の請求項の範囲内に入る。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図２】 【図３】
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【図４】

【配列表】
2016189777000001.app
【手続補正書】
【提出日】平成28年5月31日(2016.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成物であって、
　配列
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
．１］
を備える免疫刺激単離核酸と、
　医薬的に許容可能な賦形剤とを備え、
　Ｃは非メチル化であり、さらにオプションで、
　（ａ）アジュバントと、
　（ｂ）Ｔｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）のためのリガンドと、
　（ｃ）合成ナノ担体と、
のうち１つ以上を備え、前記合成ナノ担体は、
　　（ｉ）ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリ無水物、ポリプロピルフマレート、ポ
リアミド、ポリアセタール、ポリエーテル、ポリエステル、ポリ（オルトエステル）、ポ
リシアノアクリレート、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、ポリホスファゼン、ポリ
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アクリレート、ポリメタクリレート、ポリ尿素、ポリスチレン、ポリアミン、ポリリシン
、ポリリシン－ＰＥＧ共重合体、ポリ（エチレンイミン）、およびポリ（エチレンイミン
）－ＰＥＧ共重合体からなる群から選択されるポリマーと、ホスホグリセリド、ホスファ
チジルコリン、コレステロール、コレステロールエステル、ジアシルグリセロール、脂肪
アルコール、表面活性脂肪酸、脂肪酸、脂肪酸モノグリセリド、脂肪酸ジグリセリド、脂
肪酸アミド、ポリソルベート、スルファクチン、ポロキソマー、ソルビタン脂肪酸エステ
ル、レシチン、ホスファチジルセリン、ホスファチジルイノシトール、スフィンゴミエリ
ン、ホスファチジルエタノールアミン、カルジオリピン、ホスファチジン酸、セレブロシ
ド、ジパルミトイルホスファチジルグリセロール、ステアリルアミン、ドデシルアミン、
ヘキサデシル－アミン、パルミチン酸アセチル、リシノール酸グリセロール、ステアリン
酸ヘキサデシル、ミリスチン酸イソプロピル、チロキサポール、ポリエチレングリコール
、リン脂質、洗剤、デオキシコール酸塩、シクロデキストリン、およびカオトロピック塩
からなる群から選択される脂質と、単糖、二糖、多糖および糖アルコールからなる群から
選択される炭水化物と、のうち１つ以上を備えること、
　　（ｉｉ）３μｍ未満の最大寸法、
　　（ｉｉｉ）前記免疫刺激核酸の封入、
　　（ｉｖ）回転楕円面状、立方体様、角錐形、長円形、円筒形およびドーナツ形からな
る群から選択される形状、ならびに
　　（ｖ）アミドリンカー、ジスルフィドリンカー、チオエーテルリンカー、ヒドラゾン
リンカー、ヒドラジドリンカー、イミンまたはオキシムリンカー、尿素またはチオ尿素リ
ンカー、アミジンリンカー、アミンリンカー、およびスルホンアミドリンカーからなる群
から選択されるリンカーを介した前記免疫刺激核酸へのその共有結合、
のうち１つ以上を特徴とする、組成物。
【請求項２】
　（ｉ）第１の配列である
５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ
．１］、および
　（ｉｉ）前記第１の配列の５’末端に位置決めされる、第２の配列であるＴＣＧＴＣＧ
　を備える免疫刺激単離核酸と、
　医薬的に許容可能な賦形剤とを備え、
　Ｃは非メチル化である、組成物。
【請求項３】
　前記免疫刺激単離核酸は安定化修飾をさらに備える、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記安定化修飾は、３’ＯＨもしくは５’ＯＨ基の修飾、ヌクレオチド塩基の修飾、糖
成分の修飾、またはリン酸基の修飾を備える、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　前記安定化修飾はホスホロチオアートバックボーンを備える、請求項３に記載の組成物
。
【請求項６】
　抗原をさらに備える、請求項２に記載の組成物。
【請求項７】
　前記抗原はＢ細胞抗原を備える、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記Ｂ細胞抗原は、タンパク質、ペプチド、小分子、および炭水化物のうち１つ以上を
備える、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　前記Ｂ細胞抗原はニコチンである、請求項７に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記抗原はＴ細胞抗原を備える、請求項６に記載の組成物。
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【請求項１１】
　前記Ｔ細胞抗原はヘルパーＴ細胞抗原を備える、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記免疫刺激単離核酸に連結される担体をさらに備える、請求項２に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記担体はタンパク質担体または合成ナノ担体を備える、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記合成ナノ担体は抗原にさらに連結される、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記免疫刺激単離核酸に連結されない付加的な合成ナノ担体をさらに備える、請求項１
３に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記付加的な合成ナノ担体は抗原に連結される、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記抗原はヘルパーＴ細胞抗原を備える、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記免疫刺激単離核酸は、本質的に、（ｉ）第１の配列である５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡ
ＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１］、および（ｉｉ）
前記第１の配列の前記５’末端に位置決めされる、第２の配列であるＴＣＧＴＣＧからな
る、請求項２に記載の組成物。
【請求項１９】
　前記免疫刺激単離核酸は、（ｉ）第１の配列である５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣ
ＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１］、および（ｉｉ）前記第１の
配列の前記５’末端に位置決めされる、第２の配列であるＴＣＧＴＣＧからなる、請求項
２に記載の組成物。
【請求項２０】
　前記免疫刺激単離核酸は安定化修飾を備えない、請求項２に記載の組成物。
【請求項２１】
　被験体において前記抗原に対する抗体応答を誘発するのに用いるための、請求項６に記
載の組成物。
【請求項２２】
　（ｉ）第１の配列である５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－
３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１］、および（ｉｉ）前記第１の配列の５’末端に位置決め
される、第２の配列であるＴＣＧＴＣＧを備える、単離された核酸。
【請求項２３】
　（ｉ）第１の配列である５’－ＴＣＧＴＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧＣＧＡＡＣＧＴＴＣＧ－
３’［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１］、および（ｉｉ）前記第１の配列の５’末端に位置決め
される、第２の配列であるＴＣＧＴＣＧからなる、単離された核酸。
【請求項２４】
　被験体においてＩＬ－６産生を誘発するのに用いるための、請求項１－２０および２９
－４１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２５】
　被験体においてインターフェロン－アルファ産生を誘発するのに用いるための、請求項
１－２０および２９－４１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２６】
　被験体においてＩＰ－１０産生を誘発するのに用いるための、請求項１－２０および２
９－４１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２７】
　　請求項１－２０および２９－４１のいずれか１項に記載の組成物を備えるワクチンを
備える、組成物。
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【請求項２８】
　請求項１－２０および２９－４１のいずれか１項に記載の組成物を備える、免疫刺激組
成物。
【請求項２９】
　アジュバント、ＴＬＲのためのリガンド、および抗原のうち１つ以上をさらに備える、
請求項２－２０のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項３０】
　前記ＴＬＲのためのリガンドは、ＴＬＲ９のためのリガンド、ＴＬＲ７／８のためのリ
ガンド、ＴＬＲ４のためのリガンド、またはＴＬＲ３のためのリガンドである、請求項１
または２９に記載の組成物。
【請求項３１】
　前記合成ナノ担体は、ポリマー、脂質、または炭水化物を備える、請求項１３に記載の
組成物。
【請求項３２】
　前記ポリマーは、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリ無水物、ポリプロピルフマレ
ート、ポリアミド、ポリアセタール、ポリエーテル、ポリエステル、ポリ（オルトエステ
ル）、ポリシアノアクリレート、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、ポリホスファゼ
ン、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリ尿素、ポリスチレン、ポリアミン、ポ
リリシン、ポリリシン－ＰＥＧ共重合体、ポリ（エチレンイミン）、およびポリ（エチレ
ンイミン）－ＰＥＧ共重合体からなる群から選択される、請求項３１に記載の組成物。
【請求項３３】
　前記脂質は、ホスホグリセリド、ホスファチジルコリン、コレステロール、コレステロ
ールエステル、ジアシルグリセロール、脂肪アルコール、表面活性脂肪酸、脂肪酸、脂肪
酸モノグリセリド、脂肪酸ジグリセリド、脂肪酸アミド、ポリソルベート、スルファクチ
ン、ポロキソマー、ソルビタン脂肪酸エステル、レシチン、ホスファチジルセリン、ホス
ファチジルイノシトール、スフィンゴミエリン、ホスファチジルエタノールアミン、カル
ジオリピン、ホスファチジン酸、セレブロシド、ジパルミトイルホスファチジルグリセロ
ール、ステアリルアミン、ドデシルアミン、ヘキサデシル－アミン、パルミチン酸アセチ
ル、リシノール酸グリセロール、ステアリン酸ヘキサデシル、ミリスチン酸イソプロピル
、チロキサポール、ポリエチレングリコール、リン脂質、洗剤、デオキシコール酸塩、シ
クロデキストリン、およびカオトロピック塩からなる群から選択される、請求項３１に記
載の組成物。
【請求項３４】
　前記炭水化物は、単糖、二糖、多糖および糖アルコールから選択される、請求項３１に
記載の組成物。
【請求項３５】
　前記合成ナノ担体は前記免疫刺激核酸を封入する、請求項１３に記載の組成物。
【請求項３６】
　前記合成ナノ担体は、回転楕円面状、立方体様、角錐形、長円形、円筒形、またはドー
ナツ形である、請求項１３に記載の組成物。
【請求項３７】
　前記合成ナノ担体は、リンカーを介して前記免疫刺激核酸に共有結合される、請求項１
３に記載の組成物。
【請求項３８】
　リンケージは、アミドリンカー、ジスルフィドリンカー、チオエーテルリンカー、ヒド
ラゾンリンカー、ヒドラジドリンカー、イミンまたはオキシムリンカー、尿素またはチオ
尿素リンカー、アミジンリンカー、アミンリンカー、およびスルホンアミドリンカーから
なる群から選択される、請求項３７に記載の組成物。
【請求項３９】
　前記組成物は前記合成ナノ担体を備える、請求項１に記載の組成物。
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【請求項４０】
　前記免疫刺激単離核酸に連結されない第２の合成ナノ担体をさらに備える、請求項１３
または３９に記載の組成物。
【請求項４１】
　前記第２の合成ナノ担体は第２の抗原に連結される、請求項４０に記載の組成物。
【請求項４２】
　必要な際は被験体においてＮＫ細胞、Ｂ細胞、および単核細胞を刺激するのに用いるた
めの、請求項１－２０および２９－４１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項４３】
　被験体においてインターフェロン－ガンマの産生を誘発するのに用いるための、請求項
１－２０および２９－４１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項４４】
　被験体において、感染症、アレルギー症状、癌、代謝性疾患、変性疾患、自己免疫疾患
、炎症性疾患、免疫疾患、または毒素に晒されることから生じる症状を治療するのに用い
るための、請求項１－２０および２９－４１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項４５】
　中毒がニコチン中毒である、中毒を治療するのに用いるための、請求項１－２０および
２９－４１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項４６】
　被験体において免疫応答を誘発、向上、調節、方向付け、または再方向付けするのに用
いるための、請求項１－２０および２９－４１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項４７】
　免疫刺激核酸を備えるナノ粒子と、Ｔ細胞ヘルパーペプチドを備えるナノ粒子とを備え
る合成ナノ担体混合物を作製する方法であって、
　（ｉ）
　　（ａ）乳剤中で前記免疫刺激核酸を備える前記ナノ粒子を形成するのに好適な条件下
で前記免疫刺激核酸および少なくとも１つのポリマーを備える乳剤を作るステップと、
　　（ｂ）遠心分離によって前記免疫刺激核酸を備える前記ナノ粒子を洗浄するステップ
と、
　　（ｃ）前記免疫刺激核酸を備える前記ナノ粒子を再懸濁して、前記免疫刺激核酸を備
える前記ナノ粒子の懸濁液を製造するステップと、
を行なうことによって前記免疫刺激核酸を備える前記ナノ粒子の懸濁液を調製するステッ
プと、
　（ｉｉ）
　　（ｄ）乳剤中で前記Ｔ細胞ヘルパーペプチドを備える前記ナノ粒子を形成するのに好
適な条件下で前記Ｔ細胞ヘルパーペプチドおよび少なくとも１つのポリマーを備える乳剤
を作るステップと、
　　（ｅ）遠心分離によって前記Ｔ細胞ヘルパーペプチドを備える前記ナノ粒子を洗浄す
るステップと、
　　（ｆ）前記Ｔ細胞ヘルパーペプチドを備える前記ナノ粒子を再懸濁して、前記Ｔ細胞
ヘルパーペプチドを備える前記ナノ粒子の懸濁液を製造するステップと、
を行なうことによって前記Ｔ細胞ヘルパーペプチドを備える前記ナノ粒子の懸濁液を調製
するステップと、
　（ｉｉｉ）前記免疫刺激核酸を備える前記ナノ粒子の前記懸濁液と、前記Ｔ細胞ヘルパ
ーペプチドを備える前記ナノ粒子の前記懸濁液とを混合して合成ナノ担体混合物を形成す
るステップと、を備える、方法。
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